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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 2,869 12.1 349 △4.6 350 △4.9 194 △2.1
22年3月期第3四半期 2,560 22.2 366 16.6 368 20.6 198 18.6

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3四半期 113.43 109.59
22年3月期第3四半期 116.49 111.06

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3四半期 1,605 1,222 76.1 727.75
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3四半期  1,222百万円 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 19.0 193.36



(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3Q 1,730,000株 22年3月期  1,724,900株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  50,000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3Q 1,715,549株 22年3月期3Q 1,706,233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３四半期累計期間における我が国経済は、企業収益の改善など、一部に持ち直しの動きがみられるものの、

雇用情勢の厳しさやデフレの影響により、景気は足踏み状態にあり、先行きは依然として厳しい状況にあります。 

 このような経済状況の中、当社はエネルギーコストソリューション事業にてコスト削減に対する需要に応える商

品の販売、エコロジーソリューション事業にてエコキュート等の環境負荷削減型商品の販売など、市場のニーズに

対応した商品の販売を行ってまいりました。住宅用太陽光発電システム等の販売を行うグリーンハウスプロジェク

ト事業では、新規店舗開設を推進するなど積極的な事業展開を行い、売上増を目指してまいりました。また、当第

２四半期累計期間の業績の状況を鑑み冬期賞与を未支給としたため賞与引当金の戻入を行いましたが、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やＣＴＩシステムの構築にかかる減価償

却費等により、販売費及び一般管理費は前年同期に比べ6.8％増加いたしました。  

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は 千円（前年同期比12.1％増）、営業利益は

千円（前年同期比4.6％減）、経常利益は 千円(前年同期比4.9％減）、四半期純利益は 千円

（前年同期比2.1％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〕 

 エネルギーコスト削減に対する需要はあるものの、販売単価の下落により、売上高は 千円(前年同期比

5.6％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46.1％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〕 

 当第３四半期累計期間末における運営店舗数は５店舗となり、積極的な事業展開とともに、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。その結果、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３四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、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、グリーンハウスプロジェクト事業の業容拡大

に伴う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３四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、賞与引当金が 千円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四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

2,869,809

349,467 350,418 194,588

1,887,370

751,623

643,071 156,492

336,956

51,111

1,605,720 33,116

280,030 276,241

86,821 36,673

55,985

53,450

383,107 129,963

70,354 13,485 13,923

148,099 45,290

1,222,612 96,847

194,588 51,747

47,149
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 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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

千円減少し、 千円となりました。 

 当第３四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３四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は 千円（前年同期は197,403千円の獲得）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、売上債権の増加 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３四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112.6％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３四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3,855千円の獲得）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 

 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３四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。  

  

276,241

663,005

8,644

347,797 280,030

86,821

169,940

47,412 97,926

21,909

97,656

50,000 51,514

２．その他の情報

801

3,422 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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 663,005 939,247

売掛金 449,028 362,207

商品 49,563 26,268

前払費用 33,658 31,581

繰延税金資産 32,066 50,089

その他 3,575 8,334

流動資産合計 1,230,898 1,417,727

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 54,460 21,920

車両運搬具（純額） 2,464 －

工具、器具及び備品（純額） 27,340 25,671

有形固定資産合計 84,265 47,591

無形固定資産   

ソフトウエア 115,719 47,133

ソフトウエア仮勘定 － 12,600

無形固定資産合計 115,719 59,733

投資その他の資産   

敷金及び保証金 165,921 112,471

その他 8,915 1,312

投資その他の資産合計 174,837 113,784

固定資産合計 374,821 221,109

資産合計 1,605,720 1,638,837

負債の部   

流動負債   

買掛金 148,415 78,061

未払金 169,278 187,792

未払費用 8,941 3,698

未払法人税等 12,388 160,488

未払消費税等 16,563 30,487

預り金 12,203 6,078

賞与引当金 － 45,290

流動負債合計 367,791 511,896

固定負債   

資産除去債務 13,485 －

その他 1,830 1,175

固定負債合計 15,316 1,175

負債合計 383,107 513,071

純資産の部   

株主資本   

資本金 384,315 383,160

資本剰余金 126,293 126,293

利益剰余金 759,153 616,312

自己株式 △47,149 －

株主資本合計 1,222,612 1,125,765

純資産合計 1,222,612 1,125,765

負債純資産合計 1,605,720 1,638,837
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,560,281 2,869,809

売上原価 688,343 911,507

売上総利益 1,871,938 1,958,302

販売費及び一般管理費 1,505,716 1,608,835

営業利益 366,221 349,467

営業外収益   

受取利息 592 418

受取手数料 1,103 1,155

解約手数料 764 447

助成金収入 － 660

その他 100 838

営業外収益合計 2,561 3,519

営業外費用   

支払利息 85 26

創立費償却 96 －

株式交付費償却 67 －

自己株式取得費用 － 2,541

営業外費用合計 249 2,567

経常利益 368,533 350,418

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 368,533 347,797

法人税、住民税及び事業税 182,275 136,845

法人税等調整額 △12,500 16,363

法人税等合計 169,775 153,209

四半期純利益 198,757 194,588
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 954,656 996,420

売上原価 261,059 346,284

売上総利益 693,597 650,135

販売費及び一般管理費 549,478 514,275

営業利益 144,119 135,860

営業外収益   

受取利息 163 94

受取手数料 367 347

解約手数料 612 198

助成金収入 － 660

その他 13 700

営業外収益合計 1,156 2,001

営業外費用   

創立費償却 32 －

自己株式取得費用 － 1,907

営業外費用合計 32 1,907

経常利益 145,243 135,953

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 51,742

特別利益合計 － 51,742

税引前四半期純利益 145,243 187,696

法人税、住民税及び事業税 79,092 60,558

法人税等調整額 △10,988 21,850

法人税等合計 68,103 82,409

四半期純利益 77,139 105,286
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 368,533 347,797

減価償却費 8,241 28,429

長期前払費用償却額 214 336

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,494 △45,290

受取利息 △592 △418

支払利息 85 26

創立費償却 96 －

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） 18,301 △86,821

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,045 △23,295

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,198 2,769

営業保証金の増減額（△は増加） － △35,000

仕入債務の増減額（△は減少） △80 70,354

未払金の増減額（△は減少） △14,622 10,324

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,237 △13,923

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12,416 6,453

その他 △250 6,699

小計 417,913 271,062

利息の受取額 592 349

利息の支払額 △85 △26

法人税等の支払額 △221,017 △280,030

営業活動によるキャッシュ・フロー 197,403 △8,644

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 △4,483 △47,412

無形固定資産の取得による支出 △17,486 △97,926

敷金及び保証金の差入による支出 △61,289 △21,909

敷金及び保証金の回収による収入 3,364 2,993

貸付けによる支出 － △4,500

貸付金の回収による収入 － 117

その他 △25 △1,302

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,919 △169,940

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 3,855 1,155

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 － △50,000

自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 － 2,702

配当金の支払額 － △51,514

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,855 △97,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 121,338 △276,241

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 865,460 663,005
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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３四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、当第３四半期会計期間末において自己株式が 株、取得

総額が 千円となっております。  

（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

38,700 35,991 50,000

47,149
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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３四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３四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３四半期累計期間及び当第３四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３四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３四半期累計期間の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３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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)  349,479  79.9

エコロジーソリューション事業(千円)  272,837  133.2

グリーンハウスプロジェクト事業(千円)  302,122  ―

報告セグメント計(千円)  924,439  143.9

その他(千円)  10,363  23.5

合 計(千円)  934,802  136.2

セグメントの名称 
当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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)  1,887,370  94.4

エコロジーソリューション事業(千円)  643,071  146.1

グリーンハウスプロジェクト事業(千円)  336,956  ―

報告セグメント計(千円)  2,867,399  117.5

その他(千円)  2,410  2.0

合 計(千円)  2,869,809  112.1

相手先 

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社クレディセゾン  1,462,656  57.1  1,511,672  52.7

株式会社オリエントコーポレーション  －  －  581,729  20.3

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社  288,595  11.3  －  －
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