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１. 業績 
(1) 平成 18年３月期 第３四半期（平成 17 年４月 1日～平成 17 年 12月 31日）の業績 
   （単位：百万円） 

 
業  績 

平成 18 年 3 月期 第３四半期 
（ 当 四 半 期 ） 

（ 参 考 ） 
前 年 同 期 間 

（ 参 考 ） 
前 年 通 期 

売 上 高 57,164 (8.1%)  52,867 （31.9%） 68,387 （18.8%） 
営 業 利 益 3,404 （△55.7%） 7,684 （30.4%） 9,105 （4.5%） 
経 常 利 益 4,046 （△48.8%） 7,900 （39.7%） 9,839 （17.0%） 

四半期（当期）純利益 2,089 （△54.0%） 4,541 （46.7%） 5,669 （21.1%） 
(注) 1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
    2.パーセント表示は対前年同期増減率 
    3.当四半期及び前年同期間にかかる数値は、新日本監査法人の監査を受けておりません。 
 
(2) 事業部門別の売上高内訳（平成 18年３月期 第３四半期（平成 17 年４月１日～平成 17 年 12 月 31日）） 
   （単位：百万円） 

 
事 業 部 別 

平成18年３月期 第３四半期 
（ 当 四 半 期 ） 

（ 参 考 ） 
前 年 同 期 間 

（ 参 考 ） 
前 年 通 期 

 自家用発電設備 25,678 （△6.0%） 27,320 （22.0%） 33,841 （1.5%） 
ｺｰｼﾞｪﾈ事業部 その他 142 （2,363.1%） 5 （△96.0%） 8 （△91.2%） 
 計 25,821 （△5.5%） 27,326 （21.2%） 33,849 （1.3%） 
 発電設備 ﾚﾝﾀﾙ 142 （△63.4%） 390 （△11.6%） 442 （△19.6%） 
ｺｰｼﾞｪﾈﾚﾝﾀﾙ 発電設備 整備 6,457 （1.1%） 6,386 （18.4%） 8,408 （15.3%） 
事業部 発電設備 燃料 21,381 （30.8%） 16,348 （65.0%） 22,259 （61.7%） 
 電力小売 1,362 （149.0%） 547 （－%） 841 （－%） 
 計 29,344 （24.0%） 23,672 （50.4%） 31,951 （47.9%） 
 電力設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 1,354 （3.8%） 1,304 （0.4%） 1,851 （0.8%） 
ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 その他 645 （14.3%） 564 （11.4%） 735 （7.9%） 
 計 1,999 （7.0%） 1,868 （3.5%） 2,586 （2.7%） 

合    計 57,164 （8.1%） 52,867 （31.9%） 68,387 （18.8%） 
(注) 1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
    2.パーセント表示は対前年同期増減率 
    3.当四半期及び前年同期間にかかる数値は、新日本監査法人の監査を受けておりません。 
 
(3) 主な資産・負債の変動について 
   （単位：百万円） 

 
 

平成 18 年３月期 第３四半期 
（ 当 四 半 期 ） 

増 減 額 平成18年３月期 中間期末 

（資産）    
現 金 及 び 預 金 16,017 △8,381 24,399 
商 品 ス ワ ッ プ 154,360 △4,025 158,386 
（負債）    
繰 延 ヘ ッ ジ 利 益 163,103 △4,503 167,607 

 （注）1.項目ごとの変動額が総資産額の 1%を超えるものを記載いたしております。 
2.当四半期にかかる数値は、新日本監査法人の監査を受けておりません。

 



本発表文は、一般に公表する為の記者発表文であり、本発表文に記載されている予想数字あるいは将来に関する記述の部分
は、資料作成時において当社が各種情報により判断した将来情報でありますが、その内容を当社として保証するものではあ
りません。予想数字等は、今後の市場動向、経済情勢、消費動向、社内事情等の変化による不確実性を有しております。 

 
－  － 

 
 
 

2 

２. 業績の概況 
 当第３四半期における当社を取り巻く経営環境は、平成１７年春以降、原油価格が大幅に上昇し、現在も高止まりして
いる状況のもと、燃料コストの増加の影響を受け、上場以来始めての大幅な減益を余儀なくされました。 
しかしながら、電力を中心としたエネルギー業界に目をむけると、平成 17 年４月から新たな電気事業制度がスタートし、

電力小売の自由化対象が契約電力 500kW 以上から、50kW 以上の小規模電力ユーザーにまで拡大されました。また、中立機
関となる電力系統利用協議会（ＥＳＣＪ）と日本卸電力取引所（ＪＥＰＸ）が本格運用を開始する一方、振替供給料金制
度が廃止され、全国規模の電力広域利用が活発化する見通しであります。 
 当社といたしましても、電力小売事業における電力調達の多様化を進め、２４時間監視システムによる効率的な自家発
電システムの運用を行い燃料使用量の削減を図ることで燃料コスト増加を軽減させるとともに、当社にとって最も有利な
電源構成を実現し、より安価な電力をお客様に提供することで、「総合エネルギーサービス業」として一層の拡大を目指し
ております。 
 

（売上高） 
 当第３四半期における売上高は、対前年同期比 8.1%増の 57,164 百万円となりました。 
 事業部門別では、コージェネ事業部（自家用発電設備等）の売上高は、対前年同期比 5.5%減の 25,821 百万円となりま
した。コージェネレンタル事業部（発電設備レンタル・整備・燃料・電力小売）の売上高は、対前年同期比 24.0%増の 29,344
百万円となりました。また、セキュリティ事業部（電力設備メンテナンス等）の売上高は、対前年同期比 7.0%増の 1,999
百万円となりました。 
 これらの要因といたしましては、コージェネ事業部におきましては、自家用発電設備の販売単価が前年同期と比較して
上昇いたしましたが、当上半期に発生いたしました原油価格高騰に伴う先送り案件約 39 億円のうち、当第３四半期におい
ても売上計上に至らなかった案件が約 30 億円あること等によります。また、コージェネレンタル事業部におきましては、
発電設備レンタルの既存契約の満了に伴う契約更改率の低下、発電設備整備の整備単価の引き下げ等によりそれぞれの部
門で売上高が減少いたしましたが、発電設備燃料の売上高が対前年同期比では 30.8％増にとどまったものの、売上金額で
は 5,032 百万円増加したことに加え、電力小売事業による売上高が対前年同期比約 2.5 倍の 1,362百万円となったこと等
によります。 
 

（売上原価及び売上総利益） 
 当第３四半期における売上原価は、対前年同期比 22.2%増の 49,401 百万円となりました。売上総利益は、対前年同期比
37.6%減の 7,763 百万円となり、売上総利益率は対前年同期比 9.9 ポイント低下し 13.6%となりました。（発電設備燃料を
除くベースでは、次葉（参照１）欄に記載のとおり） 
 事業部門別では、コージェネ事業部の売上原価が、対前年同期比 15.9%減の 13,520 百万円となり、売上総利益は対前年
同期比 9.3%増の 12,300 百万円、売上総利益率は対前年同期比 6.4 ポイント上昇し 47.6%となりました。 
 この要因といたしましては、売上高の増減要因に記載のとおり、自家用発電設備の販売単価が上昇したことに加え、分
離発注方式による利益率の改善効果や、設置工事等のコスト管理強化を図り売上原価を圧縮することが出来たこと等によ
り、売上高の減少に基づく売上総利益の減少を吸収し、売上総利益率が上昇したことによります。 
 なお、分離発注方式による当第３四半期における売上総利益率と、従来の方式により販売した場合の売上総利益率の比
較は下記に記載のとおりです。 
 
 当第３四半期におけるコージェネ事業部販売実績（平成 17 年４月～12 月）           (単位:百万円) 

 販 売 実 績 
分離発注を行わなかっ
た場合の数値（参考） 

分離発注による増減額 

売 上 高 25,821 26,432 △611 
売 上 原 価 13,520 14,149 △628 
売 上 総 利 益 12,300 12,283 17 
売 上 総 利 益 率 47.6% 46.5% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 
 コージェネレンタル事業部につきましては、売上原価が対前年同期比 49.3%増加し 34,301 百万円となり、売上総利益は
△4,956 百万円（前年同期は 699 百万円）、売上総利益率は対前年同期比 19.9 ポイント低下し△16.9%となりました。 
 この要因といたしましては、発電設備燃料部門において、原油価格の高騰に伴い、Ａ重油の仕入価額が上昇しており、
従来より、原油価格の変動リスクを回避する目的で実施しておりますスワップ取引につきましても、スワップレートが上
昇していることにより、新規のスワップ契約を見合わせておりました。その結果、Ａ重油の仕入量に対するスワップ契約
の比率（ヘッジ比率）が低下したことにより、現物取引での対応が増加し、精製、デリバリーコストの上昇も加わって、
燃料部門において、売上原価が対前年同期比 60.1%増の 26,997 百万円となり、売上総利益が△5,616百万円（前年同期は
△511 百万円）と損失が拡大したことによります。（発電設備燃料を除くベースでは、次葉（参照２）欄に記載のとおり） 
 セキュリティ事業部につきましては、外注比率の高い工事・竣工試験等の売上の増加に伴い、売上原価が対前年同期比
13.8%増加し 1,579 百万円となり、売上総利益は対前年同期比 12.7%減の 420 百万円、売上総利益率は対前年同期比 4.7 ポ
イント低下し 21.0%となりました。 
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当第３四半期における事業部別の内訳                           (単位:百万円) 

 ｺｰｼﾞｪﾈ事業部 ｺｰｼﾞｪﾈﾚﾝﾀﾙ事業部 ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 合計 

売 上 高 25,821 29,344 1,999 57,164 

売 上 原 価 13,520 34,301 1,579 49,401 

売 上 総 利 益 12,300 △4,956 420 7,763 

売 上 総 利 益 率  47.6% △16.9% 21.0% 13.6% 

 
（参照１） 売上総利益率対比（発電設備燃料を除くベース）                  (単位:百万円) 

 当第３四半期 前年同期 増加額 対比 

売 上 高 35,783 36,519 △735 98.0% 

売 上 原 価 22,403 23,574 △1,171 95.0% 

売 上 総 利 益 13,380 12,944 435 103.4% 

売 上 総 利 益 率 37.4% 35.4% 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 105.5% 

 
（参照２) コージェネレンタル事業部の売上総利益率対比（発電設備燃料を除くベース）      (単位:百万円) 

 当第３四半期 前年同期 増加額 対比 

売 上 高 7,962 7,323 639 108.7% 

売 上 原 価 7,303 6,112 1,190 119.5% 

売 上 総 利 益 659 1,210 △551 54.5% 

売 上 総 利 益 率 8.3%  16.5% △8.2 ﾎﾟｲﾝﾄ 50.1% 

 
（参照３) 燃料部門の損益及び関連指標対比 

項  目 当第３四半期 前年同期 （参照）見込数値 

燃料部門の売上総利益 △5,616 百万円 △511 百万円 
通期見込 

△7,567 百万円 

ＷＴＩ価格（平均値） 58.79 ドル／バレル 43.49 ドル／バレル 
下期見込 

65 ドル／バレル 

為 替 相 場 112 円／ドル 108 円／ドル 
下期見込 

110 円／ドル 
 
（販売費及び一般管理費） 
 当第３四半期における販売費及び一般管理費は、対前年同期比 8.2%減少し 4,359 百万円となりました。売上高に対する
比率は 9.0%から 7.6%となり 1.4 ポイント低下させることができました。この要因といたしましては、コージェネ事業部の
人件費、貸倒引当金繰入額の減少、および交際費、広告宣伝費等を中心とした経費削減効果によるものであります。 

 

（営業利益） 
 当第３四半期における営業利益は、対前年同期比 55.7%減の 3,404 百万円、営業利益率は、対前年同期比 8.5 ポイント
低下し 6.0%となりました。この要因といたしましては、特に、原油価格の高騰に伴う燃料部門の損失が、コージェネ事業
部の利益率改善に伴う売上総利益の増加や販売費及び一般管理費の削減効果を大きく上回ったことによります。（発電設
備燃料を除くベースでは下記（参照）欄に記載のとおりであります。） 
 

 
平成 18 年３月期 第３四半期 

（当四半期） 
平成 17 年３月期 第３四半期 

参考（前年同四半期） 
営 業 利 益 3,404 百万円  7,684 百万円 

営 業 利 益 率    6.0 ％  14.5 ％ 

 
（参照）発電設備燃料を除くベース 

 
平成 18 年３月期 第３四半期 

（当四半期） 
平成 17 年３月期 第３四半期 

参考（前年同四半期） 
営 業 利 益  9,020 百万円 8,195 百万円 

営 業 利 益 率    25.2 ％  22.4 ％ 
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（営業外収益及び営業外費用） 
  営業外収益につきましては、958 百万円であり、前年同期と比較して 382 百万円増加いたしました。営業外費用につき
ましては 316 百万円であり前年同期と比較して 43 百万円減少いたしました。営業外収益の増加要因といたしましては、電
力小売事業用発電装置の燃料に係る、商品スワップ契約の時価評価益が 251 百万円および為替差益が 88 百万円、前年同期
より増加したこと等によります。営業外費用の減少要因といたしましては、為替差損および為替予約評価損が前年同期よ
り 68 百万円減少したことに加え、有利子負債の圧縮に伴い、金融費用を減少させることができたこと等によります。 

 

（主な資産、負債の変動） 
資産の変動について 
 当第３四半期の現金及び預金は、中間期末に比べ 8,381 百万円減少し 16,017 百万円となりました。現金及び預金の減少
要因といたしましては、中間納税額 2,234 百万円、中間配当額 684百万円の支出及びデリバティブの時価の下落に伴い金
融機関から受入していた預り保証金の一部 1,600 百万円を返却したことに加え、第３四半期末日が金融機関休日であるこ
とに伴う期末日満期手形が 910 百万円あること等によります。 
 商品スワップは中間期末に比べ、4,025 百万円減少し 154,360 百万円となりました。この要因といたしましては、海外
における先物市場の相場変動、為替相場の変動等の影響によるものです。この取引は、毎期、時価評価を行っており、当
該時価につきましては、各契約金融機関にて算定された評価額を使用しております。 
 

負債の変動について 
 繰延ヘッジ利益は中間期末に比べ 4,503 百万円減少し、163,103 百万円となりました。この要因といたしましては、「資
産の変動について」欄に記載のとおり、当第 3四半期末時点での時価評価額の変動によります。 
 なお、当第３四半期末の有利子負債の合計は、中間期末と比較して 335 百万円減少し 7,321 百万円となりました。 
 
有利子負債の変動内訳                                      (単位:百万円) 

勘定科目 
平成 18 年３月期 

第３四半期（当四半期） 
増減額 

平成 18 年３月期 
中間期末 

短 期 借 入 金 5,220 △110 5,330 

１年内返済予定長期借入金 891 △1 893 

１年内返済予定長期未払金 1 0 1 

１ 年 内 償 還 予 定 社 債 100 0 100 

長 期 借 入 金 1,105 △223 1,328 

長 期 未 払 金 2 △0 3 

合 計 7,321 △335 7,656 

 

（設備投資） 
  当第３四半期における設備投資は 573 百万円であり、建物 126 百万円、構築物 118 百万円、機械装置 113 百万円、貸与
固定資産 172 百万円、工具器具備品 18 百万円、特許権 20 百万円、その他 2百万円であります。主な設備投資といたしま
しては、平成 17 年 8 月より営業運転を開始いたしました綾部エネルギーセンターに関する設備 262 百万円、平成 18 年１
月より営業運転を開始いたしました天道エネルギーセンターに関する設備 30 百万円等であります。 

 

３. 今期の見通し 
 今期につきましては、原油価格の動向が、引き続き高止まりするものと予想しており、燃料部門の収支の改善が見込め
ないうえ、顧客のオンサイト発電への投資先送り傾向が予想以上に強まり、当第３四半期の受注高が前年同期比 26.0%減
少し 21,683 百万円となるなど、厳しい状況が続く見通しであります。 
 
当第３四半期（平成 17 年４月１日～平成 17 年 12 月 31 日）のコージェネ事業部の受注状況は以下のとおりです。  
    （単位：百万円） 

 受 注 高  受 注 残 高  

  前年同期比（％）  前年同期比（％） 

コージェネ事業部 21,683 74.0 16,878 91.1 

（注）受注高及び受注残高には、「分離発注方式」により分離した工事費用相当分が含まれております。 
 
 



本発表文は、一般に公表する為の記者発表文であり、本発表文に記載されている予想数字あるいは将来に関する記述の部分
は、資料作成時において当社が各種情報により判断した将来情報でありますが、その内容を当社として保証するものではあ
りません。予想数字等は、今後の市場動向、経済情勢、消費動向、社内事情等の変化による不確実性を有しております。 

 
－  － 
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当第３四半期における予算に対する達成実績は以下のとおりです。 
当第３四半期予算対実績                                  （単位：百万円） 

 予算 実績 達成率（％) 
売 上 高 57,034 57,164 100.2 
営 業 利 益 3,496 3,404 97.4 
経 常 利 益 4,181 4,046 96.8 

 （注）予算につきましては、平成 17 年 10 月 14 日付業績予想の修正発表に基づく修正後の予算を使用しております。 
 
当期予算に対する達成実績および当期通期の見込みは以下のとおりです。 
(1) 当期予算対第３四半期進捗状況                            （単位：百万円） 

平成 18 年３月期 第３四半期 
 

平成 18 年３月期  
当期予算 実 績 対当期予算進捗率(%) 

平成 18 年３月期 
第 ４ 四 半 期 

（当第４四半期要増加額）
売 上 高 77,900 57,164 73.4 20,736 
営 業 利 益 4,370 3,404 77.9 966 
経 常 利 益 5,010 4,046 80.8 964 
（注）予算につきましては、平成 17 年 10 月 14 日付業績予想の修正発表に基づく修正後の予算を使用しております。 
 
(2) 当期の見込み 
平成 18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

１株当たりの年間配当金 
 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

中 間 期 末  
 
 

通 期 

百万円 
 

77,900 

百万円 
  

5,010 

百万円 
 

2,680 

円 銭 
 

25 00 

円 銭 
 

25 00 

円 銭 
 

50 00 
（参考） 1 株当りの予想当期純利益（通期）97 円 86 銭 

 



－  － 
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【四半期財務諸表】 
①【四半期貸借対照表】 

  
前第３四半期 

（平成16年12月31日） 
当第３四半期 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※2 12,751,184   16,017,857   22,486,732   

２．受取手形 ※8 13,358,070   8,511,324   5,547,938   

３．売掛金  13,193,384   16,598,610   13,783,622   

４．たな卸資産  5,531,302   6,791,783   6,472,779   

５．前渡金  －   744,055   －   

６．未収入金  2,659,087   5,452,525   2,715,233   

７．商品スワップ  46,421,762   154,360,806   92,813,259   

８．商品キャップ  6,593,324   12,868,598   9,843,453   

９．繰延ヘッジ損失  1,009,314   3,741   159,002   

10．繰延税金資産  173,756   536,905   354,174   

11．その他  248,172   262,834   229,724   

12．貸倒引当金  △43,682   △87,840   △80,761   

流動資産合計   101,895,676 84.4  222,061,203 92.4  154,325,157 89.3 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 
※1, 
2,5          

１．貸与固定資産  3,276,769   2,351,245   2,816,774   

２．建物  1,370,422   1,396,811   1,352,702   

３．土地  5,540,631   5,335,024   5,540,631   

４．建設仮勘定  56,064   19,957   315   

５．その他  1,121,920   1,291,617   1,112,464   

有形固定資産合計   11,365,808 9.4  10,394,655 4.3  10,822,888 6.3 

(2)無形固定資産   157,879 0.1  176,536 0.1  177,925 0.1 

(3)投資その他の資産           

１．投資有価証券  1,304,566   1,691,193   1,386,075   

２．長期前払費用  1,242,251   1,189,724   1,239,084   

３．敷金・保証金  2,653,213   2,728,910   2,682,211   

４．繰延税金資産  1,398,741   1,542,871   1,506,781   

５．その他  783,197   669,947   735,194   

６．貸倒引当金  △136,253   △210,713   △135,654   

投資その他の資産
合計   7,245,716 6.0  7,611,934 3.2  7,413,693 4.3 

固定資産合計   18,769,405 15.6  18,183,126 7.6  18,414,507 10.7 

資産合計   120,665,082 100.0  240,244,330 100.0  172,739,665 100.0 
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前第３四半期 

（平成16年12月31日） 
当第３四半期 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  15,555,081   14,999,588   13,343,584   

２．買掛金  4,575,771   6,417,683   4,489,302   

３．短期借入金  5,245,000   5,220,000   5,330,000   

４．１年内返済予定長
期借入金 

※2 1,175,423   891,700   1,007,553   

５．１年内償還予定社
債 

※2 100,000   100,000   200,000   

６．未払金  2,044,669   2,551,401   2,426,129   

７．１年内返済予定長
期未払金 ※2 302,154   280,100   254,873   

８．未払法人税等  1,370,000   －   2,531,000   

９．未払消費税等 ※6 857,085   589,918   806,570   

10．賞与引当金  77,206   75,649   150,775   

11．商品スワップ  951,040   －   142,481   

12．繰延ヘッジ利益  49,577,278   163,103,746   98,839,926   

13．その他  330,801   662,126   458,859   

流動負債合計   82,161,512 68.1  194,891,915 81.1  129,981,056 75.2 

Ⅱ 固定負債           

１．社債 ※2 100,000   －   －   

２．長期借入金 ※2 1,996,900   1,105,200   1,722,000   

３．役員退職慰労引当
金 

 699,933   782,452   711,148   

４．長期未払金 ※2 398,418   176,250   120,452   

５．預り保証金  4,700,000   10,600,000   8,400,000   

６．その他  36,020   20,716   29,851   

固定負債合計   7,931,272 6.6  12,684,619 5.3  10,983,452 6.4 

負債合計   90,092,785 74.7  207,576,534 86.4  140,964,509 81.6 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   4,227,500 3.5  4,227,500 1.8  4,227,500 2.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  5,605,500   5,605,500   5,605,500   

２．自己株式処分差益  2   －   －   

資本剰余金合計   5,605,502 4.6  5,605,500 2.3  5,605,500 3.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  79,000   79,000   79,000   

２．任意積立金           

(1）特別償却準備金  6,372   4,509   6,372   

(2）別途積立金  16,280,000   20,580,000   16,280,000   

 



－  － 
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前第３四半期 

（平成16年12月31日） 
当第３四半期 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

３．四半期（当期）未
処分利益 

 4,144,621   1,693,915   5,272,187   

利益剰余金合計   20,509,993 17.0  22,357,425 9.3  21,637,559 12.5 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  283,699 0.2  540,192 0.2  360,483 0.2 

Ⅴ 自己株式 ※3  △54,398 △0.0  △62,821 △0.0  △55,887 △0.0 

資本合計   30,572,297 25.3  32,667,796 13.6  31,775,155 18.4 

負債・資本合計   120,665,082 100.0  240,244,330 100.0  172,739,665 100.0 

           
 
 
 

②【四半期損益計算書】 

  
前第３四半期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

百分比
（％） 金額（千円） 

百分比
（％） 金額（千円） 

百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   52,867,772 100.0  57,164,952 100.0  68,387,624 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※3  40,434,653 76.5  49,401,077 86.4  52,925,836 77.4 

売上総利益   12,433,118 23.5  7,763,875 13.6  15,461,788 22.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 ※3  4,748,960 9.0  4,359,570 7.6  6,356,303 9.3 

営業利益   7,684,158 14.5  3,404,305 6.0  9,105,484 13.3 

Ⅳ 営業外収益 ※1  576,399 1.1  958,641 1.7  1,141,326 1.7 

Ⅴ 営業外費用 ※2  359,629 0.7  316,284 0.6  407,092 0.6 

経常利益   7,900,927 14.9  4,046,661 7.1  9,839,719 14.4 

Ⅵ 特別利益   － -  18,675 0.0  － － 

Ⅶ 特別損失 ※4  102,979 0.2  353,702 0.6  104,187 0.2 

税引前四半期(当
期)純利益   7,797,948 14.8  3,711,634 6.5  9,735,531 14.2 

法人税、住民税及
び事業税  3,232,964   1,964,050   4,383,914   

法人税等調整額  23,375 3,256,339 6.2 △341,652 1,622,398 2.8 △317,564 4,066,350 5.9 

四半期(当期)純利
益 

  4,541,608 8.6  2,089,235 3.7  5,669,180 8.3 

前期繰越利益   287,694   289,389   287,694  

自己株式処分差損   －   83   6  

中間配当額   684,681   684,626   684,681  

四半期(当期)未処
分利益   4,144,621   1,693,915   5,272,187  
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び
評価方法 

(1）有価証券 
  満期保有目的債券 
   償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 
  満期保有目的債券 

―――――― 

(1）有価証券 
  満期保有目的債券 

償却原価法（定額法） 
   その他有価証券 

   時価のあるもの 
当第３四半期末日の市場価格
等に基づく時価法 
（評価差額は全部資本直入法
により処理し、売却原価は移
動平均法により算定） 

  その他有価証券 
   時価のあるもの 

同左 

  その他有価証券 
   時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく
時価法 
（評価差額は全部資本直入法
により処理し、売却原価は移
動平均法により算定） 

 時価のないもの 
移動平均法による原価法 

時価のないもの 
同左 

   時価のないもの 
同左 

 (2）たな卸資産 
  製品・仕掛品 

個別法による原価法 

(2）たな卸資産 
  製品・仕掛品 

同左 

(2）たな卸資産 
  製品・仕掛品 

同左 
   商品・原材料貯蔵品 

先入先出法による原価法 
  商品・原材料貯蔵品 

同左 
  商品・原材料貯蔵品 

同左 
 (3）デリバティブ 

  時価法 
(3）デリバティブ 

同左 
(3）デリバティブ 

同左 
２．固定資産の減価償却

の方法 
(1）有形固定資産 
 ① 貸与固定資産 

リース資産 
 貸与期間を償却年数とし、
貸与期間満了時の貸与固定資
産の見積処分価額を残存価額
とする定額法 

レンタル資産 
 見積貸与期間を償却年数と
し、見積貸与期間終了時に見
込まれる貸与資産の処分価額
を残存価額として、当該期間
内に定額償却する方法 

(1）有形固定資産 
 ① 貸与固定資産 

リース資産 
       同左 
 
 
 

レンタル資産 
       同左 

(1）有形固定資産 
 ① 貸与固定資産 

リース資産 
       同左 
 
 
 

レンタル資産 
       同左 

  ② その他の有形固定資産 
定率法 

 ただし、平成10年４月１日
以降に取得した建物（附属設
備を除く）及び電力小売事業
用機械装置については定額法 
なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。 

    建物    ６年～50年 
  機械装置  ７年～17年 

 ② その他の有形固定資産 
定率法 

 ただし、平成10年４月１日
以降に取得した建物（附属設
備を除く）及び電力小売事業
用機械装置については定額法 
なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。 

    建物    ５年～50年 
  機械装置  ２年～17年 

 ② その他の有形固定資産 
定率法 

 ただし、平成10年４月１日
以降に取得した建物（附属設
備を除く）及び電力小売事業
用機械装置については定額法 
なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。 

    建物    ５年～50年 
    機械装置  ２年～17年 

 (2）無形固定資産 
   定額法を採用している。 

 なお、自社利用のソフトウ
ェアについては、社内におけ
る利用可能期間（５年）に基
づいております。 

(2）無形固定資産 
同左 

(2）無形固定資産 
同左 

 (3）長期前払費用 
   定額法 

(3）長期前払費用 
同左 

(3）長期前払費用 
同左 

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費 
 支払時に全額費用として処理
しております。 

―――――― (1）新株発行費 
 支払時に全額費用として処理
しております。 
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項目 
前第３四半期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 
 債権の貸倒れによる損失に備
えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 
同左 

(1）貸倒引当金 
同左 

 (2）賞与引当金 
 従業員の賞与の支給に備える
ため、将来の支給見込額のうち、
当第３四半期の負担額を計上し
ております。 

(2）賞与引当金 
同左 

(2）賞与引当金 
 従業員の賞与の支給に備える
ため、将来の支給見込額のうち、
当期の負担額を計上しておりま
す。 

 (3)退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるた
め、当期末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づ
き、当第３四半期末において発
生していると認められる額を計
上しております。 
 ただし、当第３四半期末にお
きましては、退職給付引当金の
借方残高（131,979千円）を前払
年金費用（投資その他の資産 長
期前払費用）に計上しておりま
す。 
 数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により翌事業年度か
ら費用処理することとしており
ます。 

(3)退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるた
め、当期末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づ
き、当第３四半期末において発
生していると認められる額を計
上しております。 
 ただし、当第３四半期末にお
きましては、退職給付引当金の
借方残高（114,602千円）を前払
年金費用（投資その他の資産 長
期前払費用）に計上しておりま
す。 
 数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により翌事業年度か
ら費用処理することとしており
ます。 

(3）退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるた
め、当期末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づ
き、当期末において発生してい
ると認められる額を計上してお
ります。 
 ただし、当期末におきまして
は、退職給付引当金の借方残高
（137,622千円）を前払年金費用
（投資その他の資産 長期前払
費用）に計上しております。 
 数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により翌事業年度か
ら費用処理することとしており
ます。 

 (4）役員退職慰労引当金 
 役員退職慰労金の支給に備え
るため、内規に基づく当第３四
半期末要支給額を計上しており
ます。 

(4）役員退職慰労引当金 
同左 

(4）役員退職慰労引当金 
 役員退職慰労金の支給に備
えるため、内規に基づく期末
要支給額を計上しておりま
す。 

５．リース取引の処理方
法 

 リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によ
っております。 

同左 同左 

(1）ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理を採用してお
ります。なお、金利スワップに
ついては、特例処理の要件を充
たしている場合は特例処理を採
用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 
 同左 

(1）ヘッジ会計の方法 
同左 

６．ヘッジ会計の方法 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 
金利スワップ 借入金 
為替予約 原材料の輸入取引 

商品スワップ 商品（Ａ重油) 
商品キャップ 商品（Ａ重油) 

 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 
金利スワップ 借入金 
為替予約 原材料の輸入取引 

商品スワップ 商品（Ａ重油) 
商品キャップ 商品（Ａ重油) 

 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 
金利スワップ 借入金 
為替予約 原材料の輸入取引 

商品スワップ 商品（Ａ重油) 
商品キャップ 商品（Ａ重油) 

 

(3）ヘッジ方針 
 当社の内部規定である「経理
規程」に基づき、金利関連、通
貨関連の取引については将来の
金利変動リスク及び為替変動リ
スクを回避することを目的とし
て行っており、商品関連の取引
についても、将来の商品市況及
び為替相場の変動によるリスク
を回避することを目的として行
っております。 

(3）ヘッジ方針 
 同左 

(3）ヘッジ方針 
同左 
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項目 
前第３四半期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (4）ヘッジ有効性の評価の方法 
 金利関連及び通貨関連の取引
につきましては、ヘッジ対象の
キャッシュ・フロー変動の累計
とヘッジ手段のキャッシュ・フ
ロー変動の累計とを比較し、両
者の変動額等を基礎にして判断
しております。 
 商品関連の取引につきまして
は、ヘッジ対象の時価変動額と
ヘッジ手段の時価変動額を比較
し、両者の変動額等を基礎にし
て判断しております。 

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 
同左 

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 
同左 

７．その他 (1）消費税等の会計処理 
 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 
 同左 

(1）消費税等の会計処理 
同左 

 

会計方針の変更 

項目 
前第３四半期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．固定資産の減損に係
る会計基準 

――――――  当第３四半期から「固定資産
の減損に係る会計基準」（「固
定資産の減損に係る会計基準の
設定に関する意見書」（企業会
計審議会 平成14年８月９日））
及び「固定資産の減損に係る会
計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第６号 平成15年
10月31日）を適用しております。 
 この変更に伴い、減損損失
201,030千円を計上し、減価償却
費は当該変更前に比して597千
円減少しております。この結果、
経常利益が597千円増加し、税引
前四半期純利益が200,432千円
減少しております。 
 また、減損損失累計額につい
ては、改正後の財務諸表等規則
に基づき当該各資産の金額から
直接控除しております。 

―――――― 
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注記事項 
（貸借対照表関係） 

前第３四半期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
           8,320,531千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
           6,819,829千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
           7,209,450千円 

※２．担保に供している資産及びこれに対応
する債務 

※２．担保に供している資産及びこれに対応
する債務 

※２．担保に供している資産及びこれに対応
する債務 

(1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産 
預金 379,073千円

建物 640,385千円

構築物 28,413千円

機械装置 8,353千円

土地 1,938,733千円

計 2,994,959千円
 

預金 379,114千円

建物 602,408千円

構築物 24,668千円

機械装置 7,167千円

土地 1,822,206千円

計 2,835,564千円

  

預金 379,101千円

建物 630,114千円

構築物 27,359千円

機械装置 8,021千円

土地 1,938,733千円

計 2,983,330千円

  

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 
短期借入金 1,200,653千円 
長期借入金 2,755,000千円 
（１年内返済予定含む） 
長期未払金 5,371千円 
（１年内返済予定含む） 
社債 200,000千円 
（１年内償還予定含む） 

計 4,161,025千円 
 

 上記の他、担保設定の原因となってい
るリース債務95,474千円があります。 

短期借入金 1,910,761千円
長期借入金 1,871,900千円
（１年内返済予定含む） 
１年内償還予定社債 100,000千円

計 3,882,661千円
 上記の他、担保設定の原因となってい
るリース債務100,854千円があります。 

短期借入金 1,351,600千円
長期借入金 2,529,553千円
（１年内返済予定含む） 
１年内返済予定長期未払金 1,353千円

１年内償還予定社債 200,000千円

計 4,082,506千円
 上記の他、担保設定の原因となってい
るリース債務99,493千円があります。 

※３．当社が所有する自己株式の数は、普通
株式13,923株であります。 

※３．当社が所有する自己株式の数は、普通
株式16,628株であります。 

※３．当社が所有する自己株式の数は、普通
株式14,323株であります。 

 ４．保証債務 
 下記の会社の、リース会社との契約に
ついて債務保証を行っております。 

 ４．保証債務 
 下記の会社の、リース会社との契約に
ついて債務保証を行っております。 

 ４．保証債務 
 下記の会社の、リース会社との契約に
ついて債務保証を行っております。 

学校法人郡山開成学園 12,139千円

共立製磁㈱ 11,576千円

㈱十文字チキンテック 25,650千円

新治商業協同組合 14,478千円

不二見セラミック㈱ 8,174千円

計 72,019千円
 

学校法人郡山開成学園 10,087千円

共立製磁㈱ 2,315千円

㈱十文字チキンテック 14,250千円

新治商業協同組合 2,895千円

不二見セラミック㈱ 2,724千円

計 32,273千円
 

学校法人郡山開成学園 12,139千円

共立製磁㈱ 9,261千円

㈱十文字チキンテック 22,800千円

新治商業協同組合 11,583千円

不二見セラミック㈱ 6,812千円

計 62,595千円
 

※５．取得価額から控除している圧縮記帳額
は、構築物14,000千円であります。 

※５．取得価額から控除している圧縮記帳額
は、構築物14,000千円であります。 

※５．取得価額から控除している圧縮記帳額
は、構築物14,000千円であります。 

※６．消費税等の取扱い 
 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺
のうえ、「未払消費税等」として流動負債
に表示しております。 

※６．消費税等の取扱い 
 同左 

※６．消費税等の取扱い 
―――――― 

 ７．当社は、運転資金の効率的な調達を行
うため取引銀行６行と当座貸越契約を締
結しております。これら契約に基づく当
事業年度末の借入未実行残高は次のとお
りであります。 

 ７．当社は、運転資金の効率的な調達を行
うため取引銀行７行と当座貸越契約を締
結しております。これら契約に基づく当
事業年度末の借入未実行残高は次のとお
りであります。 

 ７．当社は、運転資金の効率的な調達を行
うため取引銀行６行と当座貸越契約を締
結しております。これら契約に基づく当
事業年度末の借入未実行残高は次のとお
りであります。 

当座貸越極度額 7,300,000千円 

借入実行残高 3,320,000千円 

差引額 3,980,000千円 
 

当座貸越極度額 7,800,000千円 

借入実行残高 3,370,000千円 

差引額 4,430,000千円 
 

当座貸越極度額 7,300,000千円

借入実行残高 4,180,000千円

差引額 3,120,000千円
 

※８.第３四半期末日満期手形 
 第３四半期末日満期手形の会計処理に 
つきましては、手形交換日をもって決済処
理をしております。 
 なお、第３四半期の末日は金融機関の 
休日であったため、次の第３四半期末日 
満期手形が含まれております。 

受取手形 2,756,873千円 

※８.第３四半期末日満期手形 
 第３四半期末日満期手形の会計処理に 
つきましては、手形交換日をもって決済処
理をしております。 
 なお、第３四半期の末日は金融機関の 
休日であったため、次の第３四半期末日 
満期手形が含まれております。 

受取手形 910,623千円 

※８.期末日満期手形 
―――――― 
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（損益計算書関係） 

前第３四半期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息配当金 37,032千円

貯蔵品売却益 11,940千円

金利スワップ評価益 14,991千円

賃貸収入 6,670千円

受取保険料 4,841千円

商品スワップ評価益 457,343千円

  

受取利息配当金 43,484千円

貯蔵品売却益 38,565千円

賃貸収入 6,664千円

為替差益 88,797千円

商品スワップ評価益 709,037千円
 

受取利息配当金 47,188千円

貯蔵品売却益 18,880千円

金利スワップ評価益 20,002千円

賃貸収入 8,654千円

商品スワップ評価益 952,111千円
 

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 153,985千円 

為替差損 68,219千円 

貯蔵品処分損 5,326千円 

部品交換損失 78,324千円 

  

支払利息 136,910千円 

貯蔵品処分損 2,804千円 

たな卸資産評価損 85,066千円 

事故賠償金 59,908千円 

  

支払利息 200,588千円

貯蔵品処分損 7,051千円

為替差損 43,726千円

部品交換損失 78,324千円
 

※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 
 

有形固定資産 594,234千円

無形固定資産 35,939千円

  

 
有形固定資産 478,921千円

無形固定資産 44,725千円

  

 
有形固定資産 717,790千円

無形固定資産 48,312千円

  
 ―――――― ※４．減損損失  ―――――― 

 (1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 場所 種類 
減損損失 
（千円）

賃貸用
不動産 

兵庫県
芦屋市 建物 13,503 

賃貸用
不動産 

兵庫県
芦屋市 

土地 20,540 

遊休 
不動産 

兵庫県
西宮市 土地 85,727 

遊休 
不動産 

滋賀県
草津市 土地 30,800 

遊休 
不動産 

埼玉県
川口市 

土地 23,760 

遊休 
不動産 

京都市
右京区 土地 18,499 

遊休 
不動産 

千葉市
稲毛区 土地 8,200 

合 計 201,030 
 

 

 (2) 資産のグルーピングの方法 
 当社は、事業の区分をもとに、概ね独
立したキャッシュ・フローを生み出す最
小の単位にて資産のグルーピングを行っ
ております。 

 

 (3) 減損損失の認識に至った経緯 
 賃貸用不動産のうち、営業活動から生
ずる損益が継続してマイナスの施設の資
産について減損損失を認識しました。遊
休不動産は、継続的に地下が下落してい
る資産について減損損失を認識しまし
た。 

 

 (4) 回収可能価額の算定方法 
 回収可能価額は、正味売却価額により
算定しており、価格指標は不動産鑑定評
価基準を使用しております。 
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（第41期）
41th term（December 2005）
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経常利益
Recurring income

経常利益
Recurring income

7,900 4,046

--3,8543,854
（（48.848.8％％減減））
(down 48.8%)

百万円
million

（¥ million）

2004年12月
平成16年12月

（第40期）
40th term（December 2004）

2005年12月
平成17年12月

（第41期）
41th term（December 2005）
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27,326 25,821 23,672 29,344 1,868 1,999

--1,5051,505
（（5.55.5％％減減））
(down 5.5%)

+5,672+5,672
（（24.024.0％％増増））
(up 24.0%)

+131+131
（（7.07.0％％増増））
(up 7.0%)

18年3月期（第41期）第３四半期の
事業部門別売上高内訳

Sales Breakdown by Division for the 3rd quarter of FY2005(41th term)

（¥ million） （¥ million） （¥ million）

ｺｰｼﾞｪﾈ事業部
Co-generation Services Division

ｺｰｼﾞｪﾈ事業部
Co-generation Services Division

ｺｰｼﾞｪﾈﾚﾝﾀﾙ事業部
Co-generation Systems Rental Services Division

ｺｰｼﾞｪﾈﾚﾝﾀﾙ事業部
Co-generation Systems Rental Services Division

ｾｷｭﾘﾃｨ事業部
Security Services Division

ｾｷｭﾘﾃｨ事業部
Security Services Division

百万円
million

百万円
million

百万円
million

2004年12月
平成16年12月

（第40期）
40th term（December 2004）

2005年12月
平成17年12月

（第41期）
41th term（December 2005）

2004年12月
平成16年12月

（第40期）
40th term（December 2004）

2005年12月
平成17年12月

（第41期）
41th term（December 2005）

2004年12月
平成16年12月

（第40期）
40th term（December 2004）

2005年12月
平成17年12月

（第41期）
41th term（December 2005）

‐３‐



18年3月期（第41期）第３四半期の
自家用発電設備の受注状況

Co-generation equipment orders for the 3rd quarter of FY2005(41th term)
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29,315 21,683
18,533 16,878

--7,6327,632
（（26.026.0％％減減））
(down 26.0%)

--1,6551,655
（（8.98.9％％減減））
(down 8.9%)

受注高
Orders

受注高
Orders

受注残高
Order backlog

受注残高
Order backlog

百万円
million

百万円
million

（¥ million） （¥ million）

2004年12月
平成16年12月

（第40期）
40th term（December 2004）

2005年12月
平成17年12月

（第41期）
41th term（December 2005）

2004年12月末
平成16年12月末

（第40期）
40th term

（Results at the end of the 3rd quarter 2004）

2005年12月末
平成17年12月末

（第41期）
41th term

（Results at the end of the 3rd quarter2005）

‐４‐



18年3月期（第41期）の
通期予想対第３四半期達成実績

Financial Results for the 3rd quarter of FY2005 (41th term) (vs. Forecasts for the Full Fiscal year)
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vs. forecast

73.473.4％％
達成率達成率
vs. forecast

77.977.9％％
達成率達成率
vs. forecast

80.880.8％％

売上高
Sales

売上高
Sales

営業利益
Operating income

営業利益
Operating income

経常利益
Recurring income

経常利益
Recurring income

（¥ million） （¥ million） （¥ million）

2006年3月
平成18年3月

（第41期）
＜通期予想＞
41th term（March 2006）

(Forecast)

2005年12月
平成17年12月

（第41期）
＜第３四半期実績＞

41th term（December 2005）
(Actual)

2006年3月
平成18年3月

（第41期）
＜通期予想＞
41th term（March 2006）

(Forecast)

2005年12月
平成17年12月

（第41期）
＜第３四半期実績＞

41th term（December 2005）
(Actual)

2006年3月
平成18年3月

（第41期）
＜通期予想＞
41th term（March 2006）

(Forecast)

2005年12月
平成17年12月

（第41期）
＜第３四半期実績＞

41th term（December 2005）
(Actual)
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18年3月期（第41期）の
通期見込 対 前年度実績
Forecasts for FY2005 (41th term) (vs. Results for FY2004)

+9,513+9,513
（（13.913.9％％増増））
(up 13.9%)

売上高
Sales

売上高
Sales

営業利益
Operating income

営業利益
Operating income

--4,7354,735
（（52.052.0％％減減））
(down 52.0%)

百万円
million

百万円
million

（¥ million） （¥ million）

68,387 77,900
9,105 4,370

2005年3月
平成17年3月

（第40期）
＜通期実績＞
40th term（March 2005）

(Actual)

‐６‐



18年3月期（第41期）の
通期見込 対 前年度実績
Forecasts for FY2005 (41th term) (vs. Results for FY2004)
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当期純利益
Net income

当期純利益
Net income

5,669 2,680

--2,9892,989
（（52.752.7％％減減））
(down 52.7%)
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9,839 5,010

--4,8294,829
（（49.149.1％％減減））
(down 49.1%)

百万円
million

（¥ million）

‐７‐

2006年3月
平成18年3月

（第41期）
＜通期予想＞
41th term（March 2006）

(Forecast)

2005年3月
平成17年3月

（第40期）
＜通期実績＞
40th term（March 2005）

(Actual)

2006年3月
平成18年3月

（第41期）
＜通期予想＞
41th term（March 2006）

(Forecast)

2005年3月
平成17年3月

（第40期）
＜通期実績＞
40th term（March 2005）

(Actual)


