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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 1,873 16.7 161 △27.1 162 △27.1 89 △26.6
22年3月期第2四半期 1,605 16.6 222 △1.4 223 2.2 121 1.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 51.73 49.91
22年3月期第2四半期 71.39 67.91

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 1,636 1,153 70.5 671.34
22年3月期 1,638 1,125 68.7 652.66

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,153百万円 22年3月期  1,125百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
    平成22年3月期期末配当金の内訳 普通配当 20円00銭 記念配当 10円00銭 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 30.00 30.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,294 26.7 607 20.6 610 18.8 331 19.0 192.17



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 1,728,900株 22年3月期  1,724,900株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  11,300株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 1,726,177株 22年3月期2Q 1,703,461株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成しており、不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化等により、上
記予想数値と異なる場合があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における我が国経済は、企業収益の改善傾向や設備投資の持ち直しなど、景気回復の兆し

が見られましたが、円高進行や株価低迷が企業収益に与える影響が懸念され、景気の先行きは依然として厳しい状

況にあります。中小企業の業況判断は改善傾向にありますが、先行きについては慎重な見方が広がっています。 

 このような経済状況の中、当社はエネルギーコスト削減や環境負荷削減に資する商品の販売を行い、既存事業で

あるエネルギーコストソリューション事業とエコロジーソリューション事業においては人員増による業容拡大を目

指し、４月より新規に開始したグリーンハウスプロジェクト事業においては、住宅用太陽光発電システム等の店舗

販売といった新機軸を打ち出し、売上増を目指してまいりました。また、業容拡大のための人員採用、賞与引当金

の計上、グリーンハウスプロジェクト事業の開始に伴う店舗の開設及び広告宣伝、社内ＥＲＰシステム構築やＣＴ

Ｉシステム導入にかかる減価償却費等により、販売費及び一般管理費は前年同期に比べ19.9％増加いたしました。

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は 千円（前年同期比16.7％増）、営業利益は

千円（前年同期比27.1％減）、経常利益は 千円（前年同期比27.1％減）、四半期純利益は 千

円（前年同期比26.6％減）となりました。 

  

 事業別の状況は、以下のとおりであります。 

〔エネルギーコストソリューション事業〕 

 新卒社員の配属と中途社員の採用により人員を増強しましたが、社員育成が予定どおりに進捗しなかったため、

受注に結び付かず、売上高は 千円（前年同期比0.6％減）、営業利益は 千円となりました。 

〔エコロジーソリューション事業〕 

 エコキュート、ＩＨクッキングヒーターといった環境負荷削減型商品に対する旺盛な需要を背景に、受注は順調

に推移し、売上高は 千円（前年同期比84.8％増）、営業利益は 千円となりました。 

〔グリーンハウスプロジェクト事業〕 

 住宅用太陽光発電システムについては、環境負荷削減型商品に対する旺盛な需要と、国や自治体による補助金の

支給といった普及促進の動きを受け、受注は順調に推移いたしました。但し、未だ販売費及び一般管理費を回収す

る利益水準ではなく、売上高は 千円、営業損失は 千円となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産・負債及び純資産の状況 

（総資産） 

 当第２四半期会計期間末の総資産は 千円となり、前事業年度末に比べて 千円減少いたしました。

これは主に、法人税等の支払い 円等により現金及び預金が 千円減少いたしましたが、売掛金が

千円、自己株式取得目的の金銭の信託拠出金が 千円、資産除去債務に関する会計基準適用・店舗開設

等により有形固定資産が 千円、社内ＥＲＰシステム構築・ＣＴＩシステム導入等により無形固定資産が

千円、店舗開設による営業保証金差入等により敷金及び保証金が 千円増加したことによるものであり

ます。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末の負債総額は 千円となり、前事業年度末に比べて 千円減少いたしまし

た。これは主に、買掛金が 千円、資産除去債務が 千円増加いたしましたが、未払消費税等が 千

円、未払法人税等が 千円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円増加いたしました。

これは主に、四半期純利益を 千円計上いたしましたが、剰余金の配当を 千円、自己株式の取得を

千円実施したことによるものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

1,873,389

161,864 162,722 89,301

1,293,544 489,600

418,450 89,295

159,692 51,082

1,636,070 2,766

153,822 245,200

94,466 38,808

33,767

58,620 11,202

482,983 30,088

56,855 13,429 20,649

80,220

1,153,087 27,322

89,301 51,747

11,157
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 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ245,200

千円減少し、 千円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は 千円（前年同期比99.1％減）となりまし

た。これは主に、税引前四半期純利益の計上 千円による資金の増加、及び法人税等の支払 千円によ

る資金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は 千円（前年同期比930.9％増）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出 千円、無形固定資産の取得による支出 千円、敷金及

び保証金の差入による支出 千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は 千円（前年同期は2,330千円の獲得）とな

りました。これは、主に、自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 千円、配当金の支払額 千

円によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年４月30日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及 

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して 

おります。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ 千円減少しており、税引前四半期純利

益は 千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であ

ります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

694,046

1,755

160,101 153,822

146,409

40,712 93,358

13,086

100,546

50,000 51,471

２．その他の情報

533

3,154 13,318
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 694,046 939,247

売掛金 456,674 362,207

商品 26,627 26,268

前払費用 36,536 31,581

繰延税金資産 53,615 50,089

その他 39,582 8,334

流動資産合計 1,307,083 1,417,727

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 49,477 21,920

車両運搬具（純額） 2,738 －

工具、器具及び備品（純額） 29,142 25,671

有形固定資産合計 81,358 47,591

無形固定資産   

ソフトウエア 118,354 47,133

ソフトウエア仮勘定 － 12,600

無形固定資産合計 118,354 59,733

投資その他の資産   

敷金及び保証金 123,674 112,471

その他 5,599 1,312

投資その他の資産合計 129,274 113,784

固定資産合計 328,987 221,109

資産合計 1,636,070 1,638,837

負債の部   

流動負債   

買掛金 134,917 78,061

未払金 168,694 187,792

未払費用 8,252 3,698

未払法人税等 80,268 160,488

未払消費税等 9,838 30,487

預り金 13,003 6,078

賞与引当金 51,742 45,290

流動負債合計 466,715 511,896

固定負債   

資産除去債務 13,429 －

その他 2,838 1,175

固定負債合計 16,267 1,175

負債合計 482,983 513,071

純資産の部   

株主資本   

資本金 384,085 383,160

資本剰余金 126,293 126,293

利益剰余金 653,866 616,312

自己株式 △11,157 －

株主資本合計 1,153,087 1,125,765

純資産合計 1,153,087 1,125,765

負債純資産合計 1,636,070 1,638,837
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,605,624 1,873,389

売上原価 427,284 565,222

売上総利益 1,178,340 1,308,166

販売費及び一般管理費 956,237 1,146,302

営業利益 222,102 161,864

営業外収益   

受取利息 429 323

受取手数料 736 808

解約手数料 152 249

その他 86 138

営業外収益合計 1,404 1,518

営業外費用   

支払利息 85 26

創立費償却 64 －

株式交付費償却 67 －

自己株式取得費用 － 633

営業外費用合計 217 659

経常利益 223,289 162,722

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,621

特別損失合計 － 2,621

税引前四半期純利益 223,289 160,101

法人税、住民税及び事業税 103,183 76,286

法人税等調整額 △1,511 △5,486

法人税等合計 101,671 70,800

四半期純利益 121,617 89,301
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 857,875 1,038,191

売上原価 237,588 335,568

売上総利益 620,286 702,622

販売費及び一般管理費 485,343 572,992

営業利益 134,943 129,630

営業外収益   

受取利息 317 272

受取手数料 389 413

解約手数料 － 108

その他 － 22

営業外収益合計 707 816

営業外費用   

支払利息 85 26

創立費償却 32 －

自己株式取得費用 － 633

営業外費用合計 117 659

経常利益 135,533 129,787

税引前四半期純利益 135,533 129,787

法人税、住民税及び事業税 68,867 57,510

法人税等調整額 △6,833 △1,649

法人税等合計 62,033 55,861

四半期純利益 73,499 73,925
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 223,289 160,101

減価償却費 4,900 17,940

長期前払費用償却額 143 229

賞与引当金の増減額（△は減少） － 6,452

受取利息 △429 △323

支払利息 85 26

創立費償却 64 －

株式交付費償却 67 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,621

売上債権の増減額（△は増加） 169,194 △94,466

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,430 △359

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,574 1,245

仕入債務の増減額（△は減少） △7,767 56,855

未払金の増減額（△は減少） △32,640 9,696

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,126 △20,649

その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,686 8,793

その他 △1,175 7,143

小計 325,436 155,308

利息の受取額 429 295

利息の支払額 △85 △26

法人税等の支払額 △127,945 △153,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 197,835 1,755

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,300 △40,712

無形固定資産の取得による支出 △945 △93,358

敷金及び保証金の差入による支出 △13,302 △13,086

敷金及び保証金の回収による収入 1,353 1,793

その他 △8 △1,045

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,202 △146,409

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △100,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 2,330 925

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 － △50,000

配当金の支払額 － △51,471

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,330 △100,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 185,962 △245,200

現金及び現金同等物の期首残高 744,121 939,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 930,084 694,046
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  該当事項はありません。  

  

 当社は、当第１四半期会計期間において、平成22年６月25日開催の定時株主総会決議に基づき、利益剰余金によ

る配当 千円の支払いを行っております。 

 また、当第２四半期会計期間において、平成22年９月２日開催の取締役会における自己株式の取得決議に基づ

き、自己株式 株を 千円で取得しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

51,747

11,300 11,157
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 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

    該当事項はありません。 

  ② 仕入実績 

     当第２四半期累計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。 

 (注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．グリーンハウスプロジェクト事業は、平成22年４月21日より新たに開始した事業であります。また、その他

は、平成22年４月21日に撤退したリレーションシップ事業であります。   

  ③ 販売実績 

当第２四半期累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。 

 (注)１．前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に

対する割合は、以下のとおりであります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．前第２四半期累計期間の株式会社オリエントコーポレーション及び当第２四半期累計期間のＮＥＣキャピタ

ルソリューション株式会社については、割合が10％未満のため記載を省略しております。 

４．グリーンハウスプロジェクト事業は、平成22年４月21日より新たに開始した事業であります。また、その他

は、平成22年４月21日に撤退したリレーションシップ事業であります。 

４．補足情報

セグメントの名称 
当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前年同期比 (％) 

エネルギーコストソリューション事業(千円)  236,679  77.5

エコロジーソリューション事業(千円)  176,690  149.3

グリーンハウスプロジェクト事業(千円)  141,894  ―

報告セグメント計(千円)  555,264  131.0

その他(千円)  10,317  38.3

合 計(千円)  565,581  125.5

セグメントの名称 
当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前年同期比 (％) 

エネルギーコストソリューション事業(千円)  1,293,544  99.4

エコロジーソリューション事業(千円)  418,450  184.8

グリーンハウスプロジェクト事業(千円)  159,692  ―

報告セグメント計(千円)  1,871,687  122.5

その他(千円)  1,702  2.2

合 計(千円)  1,873,389  116.7

相手先 

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社クレディセゾン  955,612  59.5  1,016,694  54.3

株式会社オリエントコーポレーション  －  －  335,456  17.9

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社  190,529  11.9  －  －

㈱ユビキタスエナジー（3150）平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

－ 9 －


	平成23年3月期第2四半期決算短信サマリー
	平成23年3月期第2四半期決算短信.pdf



