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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

25年3月期第1四半期 1,129 4.3 △41 ― △39 ― △49 ―
24年3月期第1四半期 1,082 ― 170 ― 171 ― 97 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △49百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 97百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △29.10 ―
24年3月期第1四半期 57.70 55.67

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 2,372 1,170 49.4
24年3月期 2,564 1,270 49.5
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,170百万円 24年3月期  1,270百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 2,814 30.5 133 △34.7 130 △36.5 63 △33.8 37.36
通期 6,362 45.7 532 79.9 526 75.3 300 246.5 176.05



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 1,742,700 株 24年3月期 1,742,700 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 26,812 株 24年3月期 37,412 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 1,708,409 株 24年3月期1Q 1,689,530 株
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(１) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、復興需要等を背景として緩やかに回復しつつあるものの、欧州

債務危機を巡る不確実性や世界景気の減速感、円高の長期化などにより、依然として先行きは不透明な状況で推移し

ております。 

 このような経済状況の中、当社グループは、収益基盤の強化という2012中期経営計画の基本方針に基づき、高成長

追求事業であるグリーンハウスプロジェクト事業及びウォーターサーバー事業と、安定収益事業であるエネルギーコ

ストソリューション事業をそれぞれ推進してまいりました。グリーンハウスプロジェクト事業につきましては、再生

可能エネルギーの固定価格買取制度や補助金の交付等の政府主導の施策による市場拡大を見込み、太陽光発電システ

ムの販売拡大を進めてまいりました。ウォーターサーバー事業につきましては、サーバーのデザイン性向上や容器の

利便性向上などによる宅配水の個人向け需要の拡大により、積極的に販売拡大を進めてまいりました。エネルギーコ

ストソリューション事業につきましては、電力料金の削減といった潜在的なコスト削減ニーズに対応したコンサルテ

ィング営業を進めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高 百万円（前年同四半期比

4.3％増）、営業損失 百万円（前年同四半期は170百万円の利益）、経常損失 百万円（前年同四半期は171百万円

の利益）、四半期純損失 百万円（前年同四半期は97百万円の利益）となりました。 

  

 各セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

〔グリーンハウスプロジェクト事業〕 

 株式会社グリムスソーラーは、太陽光発電システムの販売を行うグリーンハウスプロジェクト事業を行っておりま

す。グリーンハウスプロジェクト事業につきましては、当第１四半期連結累計期間において「京セラソーラーＦＣ岐

阜北」を新規出店し、販売エリアを東日本中心から中部圏へ拡大しております。また催事場での顧客開拓を活用する

など積極的な営業展開を図り、売上高は645百万円（前年同四半期比68.4％増）、営業利益は35百万円（前年同四半

期は17百万円の損失）となりました。 

  

〔ウォーターサーバー事業〕 

 株式会社グリムスプレミアムウォーターは、ミネラルウォーターの宅配を行うウォーターサーバー事業を行ってお

ります。ウォーターサーバー事業につきましては、催事販売を中心とした営業展開を図り、販売エリアを拡大し、売

上高は130百万円、営業損失は25百万円となりました。 

 なお、ウォーターサーバー事業につきましては、前第２四半期連結会計期間からの事業開始のため、前年同四半期

比については記載しておりません。 

  

〔エネルギーコストソリューション事業〕  

 株式会社ＧＲコンサルティングは、電力基本料金削減コンサルティングを行うエネルギーコストソリューション事

業を行っております。エネルギーコストソリューション事業につきましては、営業社員の育成が遅れたことにより、

受注は低調に推移し、売上高は352百万円（前年同四半期比49.6％減）、営業利益は53百万円（前年同四半期比

81.6％減）となりました。 

  

   

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 財政状態の分析 

   当第１四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりであります。 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ255百万円減少いた

しました。これは主に、現金及び預金が195百万円、売掛金が60百万円減少したことによるものであります。固定資

産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ62百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産が66百万円

増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ192百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円減少いたし

ました。これは主に、未払法人税等が104百万円減少し、未払金が49百万円増加したことによるものであります。固

定負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が49百万

円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円減少いたしました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ99百万円減少いたし

ました。これは主に、四半期純損失 百万円及び剰余金の配当51百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は49.4％（前連結会計年度末は49.5％）となりました。 

② キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、期首残高より195百万円減少

し、 百万円となりました。  

 当第１四半期連結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１四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は225百万円の獲得）

となりました。これは主に、売上債権の減少 百万円による資金の増加、法人税等の支払 百万円による資金の減

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１四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は41百万円の使用）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 百万円並びに敷金及び保証金の差入による支出 百万円

による資金の減少、敷金及び保証金の回収による収入 百万円による資金の増加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１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は262百万円の獲得）

となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出 百万円、配当金の支払 百万円によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月９日に公表いたしました業績予想から変更はありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,134,895 938,928

売掛金 422,550 362,025

商品 25,121 34,502

前払費用 42,332 45,106

未収還付法人税等 73,466 73,466

未収消費税等 73,832 87,558

繰延税金資産 23,327 26,875

その他 35,680 6,946

流動資産合計 1,831,207 1,575,408

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 95,757 89,671

車両運搬具（純額） 2,020 29,055

工具、器具及び備品（純額） 201,780 235,201

建設仮勘定 12,660 24,989

有形固定資産合計 312,219 378,917

無形固定資産   

のれん 141,216 133,816

ソフトウエア 90,427 83,821

無形固定資産合計 231,643 217,637

投資その他の資産   

投資有価証券 30,030 30,030

長期前払費用 2,228 2,416

敷金及び保証金 155,394 163,279

繰延税金資産 2,197 4,372

その他 40 50

投資その他の資産合計 189,890 200,148

固定資産合計 733,753 796,703

資産合計 2,564,960 2,372,112
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 268,781 293,016

短期借入金 125,000 125,000

1年内返済予定の長期借入金 176,160 187,160

未払金 160,386 209,680

未払法人税等 111,969 7,669

未払消費税等 57,188 10,304

預り金 17,224 26,315

引当金 － 5,800

その他 11,519 15,481

流動負債合計 928,229 880,428

固定負債   

長期借入金 348,940 299,400

資産除去債務 13,726 11,558

その他 3,933 9,882

固定負債合計 366,599 320,841

負債合計 1,294,829 1,201,269

純資産の部   

株主資本   

資本金 387,065 387,065

資本剰余金 126,293 126,293

利益剰余金 792,052 682,768

自己株式 △35,279 △25,283

株主資本合計 1,270,130 1,170,843

純資産合計 1,270,130 1,170,843

負債純資産合計 2,564,960 2,372,112
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,082,441 1,129,297

売上原価 401,617 594,308

売上総利益 680,823 534,989

販売費及び一般管理費 510,715 576,818

営業利益又は営業損失（△） 170,108 △41,828

営業外収益   

受取利息 144 102

受取手数料 919 1,302

解約手数料 15 1,442

受取保険金 － 866

その他 436 86

営業外収益合計 1,515 3,801

営業外費用   

支払利息 445 1,527

営業外費用合計 445 1,527

経常利益又は経常損失（△） 171,178 △39,555

特別損失   

固定資産除却損 － 962

事務所移転費用 － 8,457

特別損失合計 － 9,420

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

171,178 △48,975

法人税、住民税及び事業税 40,451 6,467

法人税等調整額 33,570 △5,723

法人税等合計 74,022 743

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

97,155 △49,719

少数株主損失（△） △323 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 97,479 △49,719
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

97,155 △49,719

四半期包括利益 97,155 △49,719

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 97,479 △49,719

少数株主に係る四半期包括利益 △323 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

171,178 △48,975

減価償却費 11,026 23,768

長期前払費用償却額 147 210

のれん償却額 － 7,399

受取利息 △144 △102

支払利息 445 1,527

固定資産除却損 － 962

移転費用 － 8,457

売上債権の増減額（△は増加） 53,375 60,525

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,960 △9,380

未収消費税等の増減額（△は増加） － △13,725

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,376 △3,353

仕入債務の増減額（△は減少） 57,148 24,235

未払金の増減額（△は減少） 2,160 26,887

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,714 △46,883

引当金の増減額（△は減少） － 5,800

その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,822 14,444

その他 3 173

小計 305,541 51,971

利息の受取額 42 0

利息の支払額 △810 △1,456

法人税等の支払額 △79,275 △111,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 225,498 △60,707

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 △24,792 △70,810

無形固定資産の取得による支出 △11,628 △152

敷金及び保証金の差入による支出 △5,274 △10,759

敷金及び保証金の回収による収入 449 32,086

貸付金の回収による収入 358 133

その他 △396 △2,330

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,284 △51,833
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 200,000 －

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 － △38,540

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,530 －

自己株式の処分による収入 － 1,590

配当金の支払額 △43,756 △46,475

連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による
収入

5,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 262,773 △83,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 446,987 △195,966

現金及び現金同等物の期首残高 758,045 1,134,895

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,205,032 938,928
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

（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

（６）重要な後発事象
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