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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 165 △46.3 △73 ― △61 ― △62 ―
25年3月期第1四半期 307 ― △62 ― △65 ― △67 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △62百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △67百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △8,558.17 ―
25年3月期第1四半期 △9,193.48 ―

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

26年3月期第1四半期 778 247 31.0 32,925.61
25年3月期 1,010 309 30.1 41,465.66
（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  241百万円 25年3月期  303百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 700 15.0 △40 ― △45 ― △45 ― ―
通期 1,850 10.3 50 ― 40 ― 39 ― 5,322.05



(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期1Q 7,328 株 25年3月期 7,328 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q ― 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 7,328 株 25年3月期1Q 7,328 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（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わが国経済は、安倍政権の打ち出した経済・金融対策による

円安・株高を受けた景況感の好転を受け、一部には景気回復の兆しが見られたものの一方では円安

による輸入原材料価格の上昇や電力料金の値上げをはじめとするエネルギー価格の上昇等、いまだ

経済環境としては厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループは引き続きエネルギー関連事業を推進しております。当社と

しては、当社顧客である事業会社のエネルギーに関する意識は高まっているものの、先行き不透明

な経済状況により設備投資は改善されない中、積極的に営業を推進して参りました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は 165 百万円（前年同期比 142 百万円減、

46.3%減）、営業損失 73 百万円（前年同期 営業損失 62 百万円）、経常損失 61 百万円（前年同期 

経常損失 65 百万円）、四半期純損失 62百万円（前年同期 四半期純損失 67百万円）となりました。 

 

セグメントの業績については、次のとおりであります。 

（省エネルギー関連事業） 

省エネルギー関連事業におきましては、上述の状況の中、事業を推進しており、売上高 163 百万

円（前年同期比 144 百万円減、46.9%減）、セグメント損失（営業損失）は 56 百万円（前年同期 

セグメント損失 46百万円）となりました。 

（再生可能エネルギー事業） 

再生可能エネルギー事業におきましては、当第１四半期連結累計期間において売上高１百万円

（前年同期 売上高は発生しておりません）、セグメント損失（営業損失）は 21 百万円（前年同期 

セグメント損失 19百万円）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より231百万円減少し、778百万円とな

りました。これは主に受取手形及び売掛金の回収による減少336百万円、現金及び預金の増加83百万

円等によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末より168百万円減少し、531百万円となり

ました。これは主に買掛金の減少153百万円等によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末より62百万円減少し、247百万円となり

ました。これは四半期純損失62百万円を計上したこと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 

当第１四半期連結累計期間における業績につきましては、損失計上の結果となっているものの概

ね計画通りに推移しており、「平成25年３月期 決算短信」（平成25年５月15日）において発表し

ました業績予想から変更はありません。 
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２．サマリー情報(その他)に関する事項 
（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,330 129,091

受取手形及び売掛金 565,264 228,517

原材料 215,750 215,102

未成事業支出金 9,352 29,122

その他 50,497 50,979

貸倒引当金 △9,460 △4,010

流動資産合計 876,735 648,804

固定資産   

有形固定資産 42,558 41,642

無形固定資産 1,596 165

投資その他の資産   

投資有価証券 51,452 51,658

破産更生債権等 99,542 99,659

その他 40,865 39,365

貸倒引当金 △102,702 △102,789

投資その他の資産合計 89,158 87,894

固定資産合計 133,313 129,702

資産合計 1,010,049 778,506

負債の部   

流動負債   

買掛金 191,398 37,790

短期借入金 262,500 255,000

未払金 142,845 104,551

未払法人税等 2,631 827

メンテナンス費用引当金 10,107 10,408

その他 42,302 85,156

流動負債合計 651,784 493,734

固定負債   

長期未払金 4,161 －

その他 44,261 37,511

固定負債合計 48,423 37,511

負債合計 700,207 531,246

純資産の部   

株主資本   

資本金 616,020 616,020

資本剰余金 423,200 423,200

利益剰余金 △735,484 △798,198

株主資本合計 303,735 241,021

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 124 257

その他の包括利益累計額合計 124 257

新株予約権 5,981 5,981

純資産合計 309,841 247,260

負債純資産合計 1,010,049 778,506
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 307,418 165,021

売上原価 268,446 131,543

売上総利益 38,971 33,478

販売費及び一般管理費 101,904 107,397

営業損失（△） △62,932 △73,918

営業外収益   

受取利息 299 106

受取手数料 617 90

受取リース料 831 －

為替差益 － 7,918

貸倒引当金戻入額 － 5,362

その他 523 2,112

営業外収益合計 2,272 15,590

営業外費用   

支払利息 1,630 1,322

為替差損 2,248 －

支払リース料 － 1,614

その他 647 －

営業外費用合計 4,527 2,936

経常損失（△） △65,187 △61,265

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 1,900 －

固定資産除却損 － 1,166

特別損失合計 1,900 1,166

税金等調整前四半期純損失（△） △67,087 △62,431

法人税、住民税及び事業税 282 282

法人税等合計 282 282

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,369 △62,714

四半期純損失（△） △67,369 △62,714
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,369 △62,714

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △65 132

その他の包括利益合計 △65 132

四半期包括利益 △67,435 △62,581

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △67,435 △62,581

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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（４）セグメント情報等 

Ⅰ  当第１四半期連結累計期間(自  平成 25年４月１日  至  平成 25年６月 30日) 

１．報告セグメントの概要 

(1)報告セグメントの決定方法 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可

能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対

象となっているものです。 

当社グループは事業別のセグメントから構成されており、省エネルギー関連事業及びその付帯事

業を推進する「省エネルギー関連事業」、及び再生可能エネルギー設備導入における企画、設計、

販売、施工及びコンサルティング事業を推進する「再生可能エネルギー事業」の二つを報告セグ

メントとしております。 

(2)各セグメントに属する製品及びサービスの内容 

「省エネルギー関連事業」は、顧客企業の省エネルギー化計画の調査からプランの作成、設計・

施工、効果の検証までを一貫して行うエスコ事業を中心とし、各種省エネルギー化製商品の販売

等も行っております。 

「再生可能エネルギー事業」は、バイオガスプラント等再生可能エネルギー設備導入における企

画、設計、販売、施工及びコンサルティング事業を推進しております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 

 

報告セグメント 

調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）２ 

省エネルギ

ー 

関連事業 

再生可能 

エネルギー 

事業 

計 

売上高      

外部顧客への売上高 163,251 1,770      165,021 ― 165,021 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 163,251 1,770 165,021 ― 165,021 

セグメント損失（△） △56,118 △21,033 △77,151 3,232 △73,918 

(注)１．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント損失（△）は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 従来、「省エネルギー関連事業」に含まれていた太陽光発電関連売上について、当第 1 四半期会計

期間から「再生可能エネルギー事業」に含めて計上するよう変更しております。 

 

  
（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

 

  
（６）重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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