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(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 8,103 △71.0 32 － 307 － 307 －

19年３月期 27,932 △63.2 △17,668 － △17,634 － △5,078 －

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

自己資本
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 7 40 －   1.0 0.8 0.4 

19年３月期 △182 39 －   △16.1 △11.5 △63.3

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △130百万円 19年３月期 △21百万円

 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

20年３月期 35,716 32,094 89.9 775 58 

19年３月期 38,867 32,042 82.4 774 30 

（参考）自己資本 20年３月期 32,094百万円 19年３月期 32,042百万円

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 3,283 △13,273 △2 4,093 

19年３月期 △120 △714 △1,294 14,085 

       
配当金総額 

(年間) 
配当性向 

純資産 

配当率 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

19年３月期 －  －   0 00 － － －

20年３月期 －  －   0 00 － － －

21年３月期（予想） －  －   0 00 － － － 

 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
期間 4,695 22.3 48 － 48 － 12 △88.8 0 29 

通期 9,920 22.4 322 881.9 322 4.7 250 △18.6 6 02 
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４．その他 

(1）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、27ページ「重要な会計方針」「会計方針の変更」をご覧ください。 

(2）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 41,400,750株 19年３月期 41,400,750株

② 期末自己株式数 20年３月期 19,568株 19年３月期 18,718株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び

将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績

は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

  なお、業績予想に関する事項は「１．経営成績、(4)来期の見通し」（６ページ）を参照してください。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 当期におけるわが国の経済は、製造業を中心とした設備投資の増加や雇用の改善により緩やかな回復基調を示した

ものの、後半には、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安、原油等の消費財の値上げによる

物価の高騰など景気の先行きに不透明感が見られました。 

 このような状況のもと、当社は、平成18年８月の主力事業撤退以降「変革」をキーワードとして、抜本的な収益構

造の転換を図り、既存のセキュリティー事業及び、電力小売事業を中心として、業績の回復を目指してまいりまし

た。 

 この結果、当期の売上高は、前期に比べ71.0%減少し81億３百万円となりました。事業部門別には、セキュリティ

部門が、前期比3.9%減の26億４百万円となりました。要因といたしましては、経営合理化策の実施により新体制への

移行が遅れ、竣工、工事売上が減少し、専門部署の立ち上げ等の対策を講じたものの、減収となりました。電力小売

部門は、前期比8.4%減少し36億43百万円となりました。要因といたしましては、大口顧客との契約終了により、販売

電力量が減少したこと等によります。発電装置の整備部門（前期比89.1%減の４億83百万円）、レンタル部門（前期

比98.0%減の３億44百万円）につきましては、平成18年８月の主力事業撤退により、前期と比べ大幅に売上高が減少

しております。また、製商品販売等の売上高は、10億27百万円となり、内訳は、在庫として保有しておりました発電

装置等の販売による売上高が、９億69百万円、水質改善装置等の新商品を中心とした売上が、57百万円となりまし

た。 

 一方、利益の面につきましては、事業撤退に伴う希望退職の募集による大幅な人員削減や本社移転・事業所の統廃

合等による経営合理化策を実施したことにより、人件費等の固定費が大幅に減少した事に加えて、在庫として保有し

ておりました発電装置の販売により売上総利益が増加したことにより、営業利益は、32百万円（前期は△176億68百

万円）となりました。営業利益にデリバティブ関連損益、受取利息等を加減算し、経常利益は３億７百万円（前期は

△176億34百万円）となりました。特別利益に発電装置売却益80百万円、役員保険解約益53百万円、特別損失に投資

有価証券評価損36百万円等を計上したことにより、当期純利益は３億７百万円（前期は△50億78百万円）となりまし

た。 

  

        部門別売上高内訳 

                                                                              （単位：百万円） 

     （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、対前年同期の増減率です。 

       ３．発電設備レンタルには、燃料の売上高が含まれております。 

  

 部門別内訳 

                                            （単位：百万円） 

部門名 平成19年３月期 平成20年３月期 

製商品販売等 6  （ － ） 1,027   （ － ）

発電設備整備部門 4,418   （49.0%） 483  （△89.1%）

発電設備レンタル部門 16,815  （△41.1%） 344  （△98.0%）

電力小売部門 3,976  （115.1%） 3,643   （△8.4%）

セキュリティ部門 2,715  （△3.7%）  2,604    （△3.9%）

合計 27,932  （△63.2%） 8,103   （△71.0%）

 製商品販売等 整備・レンタル等 電力小売 セキュリティ  合計 

売上高     1,027          828        3,643      2,604      8,103     

売上原価       90        476      3,679        2,076      6,323     

売上総利益     937          351        △36        528       1,780     

売上総利益率   91.2%       42.4%      △1.0%        20.3%      22.0%     
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（2）財政状態に関する分析（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

  ①資産・負債及び純資産の状況  

 （流動資産） 

  当期末における流動資産は、266億81百万円となり、前年と比較して26億87百万円の減少となりました。これは主

に、主力事業撤退に伴う自家用発電装置の撤去費用、希望退職制度の実施に伴う割増退職金等の支払いにより、現金

及び預金が減少した事によるものです。また、当期において、新たに親会社預け金を140億円計上しておりますが、

これは、当社の資産効率の向上を目的として、親会社である大和ハウス工業株式会社に預託しているものであり、随

時換金可能な預け金であります。 

 （固定資産） 

 当期末における固定資産は、90億35百万円となり、前年と比較して４億63百万円の減少となりました。これは主に

有形固定資産、無形固定資産における減価償却による減少２億36百万円に加え、時価の下落による投資有価証券の減

少、生命保険契約の解約による保険積立金の減少等によります。当期において新たに長期性預金６億40百万円を計上

しており、その一部が相殺されております。 

（流動負債） 

 当期末における流動負債は28億３百万円となり、前年と比較して29億87百万円の減少となりました。これは主に、

前期末時点おいて主力事業撤退に伴う発電装置撤去費用等及び、希望退職制度に伴う割増退職金等の未払金約40億円

を計上しておりましたが、当期においてその未払金を支払ったためであります。 

 また、商品スワップが前期末に比べ15億39百万円増加しており、その一部が相殺されております。 

（固定負債） 

  当期末における固定負債は８億18百万円となり、前年と比較して２億15百万円の減少となりました。これは主に、

繰延税金負債の減少１億79百万円によるものです。  

（純資産） 

 当期末における純資産は、320億94百万円となり、前年と比較して52百万円の増加となりました。これは主に、当

期純利益の計上による利益剰余金の増加３億７百万円及び、その他有価証券評価差額金の減少２億54百万円によりま

す。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、40億93百万円となり、前年同期と比較して99億

91百万円減少いたしました。各区分の状況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期において営業活動の結果、得られた資金は32億83百万円（前年同期は、１億20百万円の資金の減少）となりま

した。 

 資金の増加要因といたしましては、未収消費税等の減少による資金の増加70億17百万円、売上債権の減少による資

金の増加５億35百万円等であります。一方、資金の減少要因といたしましては、事業撤退に係る支払額による資金の

減少40億５百万円等であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期において投資活動の結果、使用した資金は132億73百万円（前年同期は、７億14百万円の資金の使用）となり

ました。 

 資金の減少要因といたしましては、親会社預け金の預入による支出140億円等によります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期において財務活動の結果、使用した資金は２百万円（前年同期は、12億94百万円の資金の使用）となりまし

た。 
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（注）  １．自己資本比率：自己資本/総資産 

      ２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

      ３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

      ４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

５．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

６．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

りま す。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

（3） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しております。 

基本方針といたしましては、株主資本の効率的運用を図り、ＲＯＥ（株主資本利益率）を向上させる中で、常に業

績に裏付けされた利益配分を行う方針であります。 

 内部留保につきましては、利益配分とのバランスを考慮し、将来のための新規事業等に投資する予定であります。

具体的には、来期の主力商品であるG-Pacs(従来の遠隔監視システム（ＣＭＳ）を大幅に改良し、電力設備監視シス

テムに加えて、ＣＯ２排出量計測機能を付加した商品（ジェネラル・パワー・オート・カウント・システム））の拡

販や、第２次開発に伴う投資ならびにリチウムイオン電池の研究開発など、将来の事業展開を見据えた投資に充当し

てまいります。 

 当期（平成20年３月期）の業績につきましては、主力事業であるＡ重油を燃料としたオンサイト発電事業からの撤

退以降、経営環境は極めて厳しい状況で推移しておりますが、これまで当社が培ってきた経営資源を生かしながら、

大和ハウスグループの一員としてのシナジー効果も合わせて、常に地球環境保全の立場に立った経営を心がけ、早期

に収益基盤の回復を図ってまいる所存であります。しかしながら、現時点では、経営基盤が不確定な要素もあり、誠

に遺憾ながら当期の配当につきましては、無配当とさせていただく予定であります。また次期（平成21年３月期）の

配当につきましても引続き厳しい経営環境が続くと予想しており、現時点では無配当とさせていただく予定でありま

す。 

  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 11.6 82.4 89.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 20.2 49.0 47.6 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － 0.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 
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（4）来期（平成21年３月期）の見通し 

 来期（平成21年３月期）の見通しにつきましては、次のとおりであります。 

① 売上高 

 来期の事業部門別売上高は、次の通りであります。なお、詳細は、24ページの「継続企業の前提に重要な疑義を

抱かせる事象又は状況」の欄を参照ください。 

  

（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、対前年同期の増減率です。 

  

② 営業利益、経常利益 

 来期の営業利益、経常利益につきましては、各事業部門において、Ｇ－Ｐａｃｓの拡販、省エネ関連商品の販

売、既存事業における採算重視の事業展開を実施すること、更なる経費削減を行うこと等により増益を見込んでお

ります。営業利益につきましては、当期比881.9％増の３億22百万円、経常利益は当期比4.7％増の３億22百万円の

予定であります。 

③ 当期純利益   

    これらの状況を踏まえて、法人税等を考慮し、当期純利益は当期比18.6％減少の２億50百万円を見込んでおりま

す。 

  

（5）事業等のリスク 

 「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」（24ページ参照）に記載しておりますとおり、平成18年

８月の主力事業撤退以降、厳しい経営環境が続いており、当該状況を解消すべく「第44期事業計画」を策定し実行し

てまいりますが、既存事業部門であるセキュリティ部門、電力小売部門、発電装置整備部門等の利益計画が未達成と

なった場合、製商品販売等において新商品の受注獲得が計画通り進まない場合等、当該事業計画自体が未達成となる

可能性があります。 

 事業部門別売上高 （単位：百万円） 

  上半期見込 下半期見込 通期見込 増減率（％） 

 セキュリティ部門 1,328 1,709 3,038 16.7 

 電力小売部門 1,936 2,055 3,991 9.6 

 製商品販売等 1,001 1,043 2,044 99.0 

 整備・レンタル部門 430 416 847 2.4 

 合計 4,695 5,224 9,920 22.4 
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２．企業集団の状況 
 当社の企業集団は、当社、親会社（大和ハウス工業株式会社）、親会社の子会社である大和エネルギー株式会社・大

和リース株式会社・ダイワロイヤルゴルフ株式会社、当社の関連会社（エリーパワー株式会社）の６社で構成されてお

ります。 

［事業系統図］ 

［事業内容］ 

セキュリティ事業 

・電力設備メンテナンス受託 

・ＣＯ２排出量・エネルギーデータ計測・電力設備遠隔監視装置（Ｇ－Ｐａｃｓ）の販売 

・保安管理業務 

電力小売事業 

・電力販売 

・ＲＰＳ法（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）へ対応した高付加価値のグリーン電力の

販売 

・グリーン電力証書の発行と販売 

発電設備整備等 

・発電設備のフルメンテナンス・24時間自動遠隔監視システム 

・発電設備のレンタル 

新商品販売 

・ヒートポンプチラー等の省エネルギー関連商品の販売 

・水質改善装置、オイルフリースクリューコンプレッサーの販売 

・リチウムイオン電池を用いた負荷平準化システムの開発 

（注） 遠隔監視システム（Ｇ－Ｐａｃｓ） 

Ｇｅｎｅｒａｌ・Ｐｏｗｅｒ・Ａｕｔｏ・Ｃｏｕｎｔ・Ｓｙｓｔｅｍの略称であり、従来の「遠隔監視シス

テム（ＣＭＳ）」を大幅に改良し、電力設備監視システムに加えて、ＣＯ２排出量測定機能を付加した商

品。 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、昭和40年12月の会社設立以来、電気設備に関するメンテナンス業務の先駆者として、電力需要家の電気設

備の安全保障、電力負荷平準化によるエネルギーコストの低減と環境保全を事業目的とし、産業社会を中心に総合エ

ネルギーサービス業を指向してまいりました。 

  電気設備の安全保障につきましては、遠隔監視システム（ＣＭＳ）により設備に不調が生じる予兆を的確に把握

し、「顧客の電気設備が健康かどうか」を常時診断することによって、電気事故の未然防止に貢献しています。そし

てまた、そこから得られる膨大なデータベースにより、電力利用の合理化提案を行っております。 

  また、従来の遠隔監視システム（ＣＭＳ）を大幅に改良し、電力設備監視システムに加えて、ＣＯ２排出量計測機

能を付加した商品（Ｇ－Ｐａｃｓ（ジェネラル・パワー・オート・カウント・システム））を開発し、来期よりこの

商品の販売に注力することにより、省エネ・省ＣＯ２化に貢献してまいります。 

 既存事業である、電力小売事業では、販売電力の付加価値向上等による収益性の改善・向上、セキュリティ事業で

は既存顧客を収益基盤としながら、新商品販売による事業拡大を行いつつ、エネルギー合理化・環境保全ビジネスを

進めてまいります。また、リチウムイオン電池等の新エネルギー開発にも重点を置き、抜本的な収益構造の転換を図

ってまいります。 

 また、当社は、大和ハウス工業株式会社の連結子会社であり、大和ハウスグループは、「人・街・暮らしの価値共

創グループ」として、顧客と共に新たな価値を創り、活かし、高め、すべての人が心豊かに生きる暮らしと社会の実

現を目指しており、経営ビジョンである「心を、つなごう」とグループシンボル「エンドレスハート」を制定し、

「ア・ス・フ・カ・ケ・ツ」すなわち、安全・安心、スピード、福祉、環境、健康、通信をキーワードに、地球環境

への負荷を少なくしつつ、生活を快適にする技術、商品の開発を通して社会に貢献していく企業グループでありま

す。当社は、今後、地球規模の環境汚染問題への対策として、省エネルギー化を推進し、クリーン・エネルギーの利

用を促進する事業分野に注力していくという今後のエネルギー・環境関連事業の方向性に関する両社の考え方、捉え

方が一致していることから、大和ハウスグループの一員であることで、より大きな相乗効果を得られるものと判断し

ております。 

  これらの経営方針を踏まえて、株主重視の基本姿勢を堅持しつつ、企業価値の極大化を目指してまいります。 

 今後も、『企業の心臓を守る電力のドクター』として、電気設備の安全保障、エネルギーコスト低減化と地球環境

保全に貢献することを経営の基本方針とし、提案型の総合エネルギーサービス業として社会に幅広く貢献してまいり

ます。 

  

(2）目標とする経営指標 

  平成20年３月期中間決算短信（非連結）（平成19年11月９日開示）により開示をおこなった内容から重要な変更が

ないため開示を省略いたします。 

 当該中間決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.eneserve.co.jp/ 

 （東京証券取引所ホームページ） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  

 （大阪証券取引所ホームページ） 

  http://www.ose.or.jp/listed/ind_jk.html 

  

(3）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 当社は、主力であったＡ重油を燃料としたオンサイト発電事業からの撤退を平成18年８月18日に発表し、翌年の平

成19年２月23日までに全てのお客様と合意をさせて頂きました。 

 当期につきましては、この撤退により対前期比で大幅な売上高の減少がありましたが、撤退事業関連在庫の売上が

利益に大きく寄与したこともあり、経常利益307百万円の計上ができました。来期につきましては平成20年４月から

新商品の販売を行い、業績の回復を図っていく所存であります。 

  

（１） 新規事業の推進 

 当社は、40年にわたり培ってまいりました通信技術と24時間監視システムを駆使したＣＯ２排出量計測、設備機器

のエネルギー効率計測、工場の稼働率計測、電力設備監視が同時に行える遠隔監視システムＧ－Ｐａｃｓ(ジェネラ

ル・パワー・オート・カウント・システム)を開発いたしました。平成20年４月に京都議定書が発効されたことや、

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）並びに温対法（温暖化対策推進法）の改正機運にあわせ同月を
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もってＧ－Ｐａｃｓの販売を開始いたしました。省エネルギーやＣＯ２排出量の抑制が求められる中、このシステム

により、ＣＯ２排出量の測定や機器毎のエネルギー効率の測定によるエネルギー診断を行ってまいります。この診断

結果により、省エネ・省ＣＯ２の方策を提案させていただくことで省エネ・省ＣＯ２関連機器の設置に努め地球温暖

化対策に貢献してまいる所存であります。 

 また、中長期的には蓄電効率が高く、充放電サイクルに強いリチウムイオン電池を用いて深夜電力を蓄電（深夜負

荷造成）し、昼間時間帯に放電（電力放出）するシステム等を開発中であります。 

 一方、省ＣＯ２機器といたしまして、再生可能燃料によるバイオボイラーの開発にも取り組んでまいります。 

  

（２） 既存事業の強化 

 引続き、今後の主力事業であるセキュリティ事業（電力設備等のメンテナンス）と電力小売事業の営業強化に注力

してまいります。 

 特に、創業事業でありますセキュリティ事業におきましては、40年余り培ってまいりました全国3,500社余りのお

客様を基盤にしながら、来期も各事業所長に権限を委譲し、採算性を重視した運営を行うことで収益性の向上を図る

とともに、保安管理業務の拡大も図ってまいります。 

 電力小売事業につきましては、収益性の確保に重点を置き、電力調達の多角化を図るとともに、顧客構成の見直し

を進めることで販売単価の上昇を図るなど、収益性の改善に注力してまいります。 

 また、自然エネルギーにより発電された電力のもつ環境価値を当社が発電者より購入し、第三者機関の認証を受け

た証書「グリーン電力証書」の発行・販売を行ってまいります。 

  

（３） 大和ハウスグループとのシナジー効果 

 大和ハウス工業の施設及びその関係会社の受配電設備の安全点検、省エネ提案を開始しており、来期にはこの効果

が表れてくる予定であります。 

 その他、環境エネルギー事業分野で、風力発電・太陽光発電などを手掛けられている同じ大和ハウスグループであ

る大和エネルギー株式会社との協業にも取り組み、大和ハウスグループ各社と連携を深め、シナジー効果により、さ

らなる事業の拡大を図ってまいります。 

  

（４） 事業経費の削減 

 費用対効果を考慮した経費支出に努めるとともに、業務の簡素化・業務プロセスの見直による業務スピードの効率

を改善することで労働生産性を向上させ、部門・事業所毎の収益管理を強化しながら、経費の削減を推進してまいり

ます。 

  

 これからも、早期の収益回復を心がけ、業務の効率性・事業経費の見直しを行い、無駄な経費の削減に取り組んで

まいります。 

  

(4) その他、会社の経営上重要な事項 

 中期経営計画の進捗状況につきましては、24ページの「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」の

欄を参照ください。 
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４．財務諸表 
(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※1  16,125,357   5,366,866  

２．受取手形 ※5  218,223   202,258  

３．売掛金   1,624,828   1,104,857  

４．有価証券   80,404   －  

５．商品   －   18,268  

６．製品   7,900   700  

７．仕掛品   21,312   14,807  

８．原材料貯蔵品   237,413   127,706  

９．前渡金   17,408   20,104  

10．前払費用   5,933   57,503  

11．未収入金   373,015   293,918  

12. 未収法人税等   －   693,014  

13．商品スワップ   3,647,569   4,793,356  

14. 親会社預け金   －   14,000,000  

15. 未収消費税等   7,017,135   －  

16．その他   23,235   2,843  

17．貸倒引当金   △31,255   △14,978  

流動資産合計   29,368,483 75.6  26,681,225 74.7 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．貸与固定資産  2,568,467   694,631   

減価償却累計額  2,549,877 18,590  680,931 13,700  

２．建物 ※1 1,876,923   1,718,055   

減価償却累計額  961,110 915,813  899,383 818,671  

３．構築物 ※1,3 845,940   827,676   

減価償却累計額  387,462 458,478  429,117 398,558  
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20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
（％）

４．機械装置 ※1 1,173,720   1,146,483   

減価償却累計額  765,088 408,631  809,337 337,145  

５．車両運搬具  10,951   4,953   

減価償却累計額  10,549 401  4,865 88  

６．工具器具備品  755,978   605,979   

減価償却累計額  679,993 75,985  523,468 82,511  

７．土地 ※1  4,803,293   4,790,592  

８．建設仮勘定   577   －  

有形固定資産合計   6,681,772 17.2  6,441,268 18.0 

(2）無形固定資産        

１．ソフトウェア   23,762   11,371  

２．水道施設利用権   1,595   1,453  

３．電話加入権   6,728   6,728  

無形固定資産合計   32,085 0.1  19,552 0.1 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   1,450,422   885,456  

２．関係会社株式   300,000   300,000  

３．長期前払費用   27,576   19,645  

４．前払年金費用   287,375   294,723  

５．敷金・保証金   496,312   360,421  

６．保険積立金   276,801   －  

７．破産更生債権等   2,983   217  

８．長期未収入金   239,689   334,612  

９．長期性預金   －   640,000  

10．その他   81,192   79,655  

11．貸倒引当金   △377,670   △340,444  

投資その他の資産合計   2,784,683 7.1  2,574,288 7.2 

固定資産合計   9,498,541 24.4  9,035,109 25.3 

資産合計   38,867,025 100.0  35,716,335 100.0 
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形   300,421   99,395  

２．買掛金   41,143   11,486  

３．未払金   4,781,523   629,319  

４．１年内返済予定 
    長期未払金    1,992   30,091  

５．未払費用   124,557   36,793  

６．未払法人税等   270,169   43,825  

７．未払消費税等   －   112,993  

８．前受金   6,189   2,610  

９．預り金   57,788   28,742  

10．前受収益   19,622   33,517  

11．賞与引当金   16,311   14,808  

12．商品スワップ   170,816   1,710,279  

13．繰延税金負債   －   49,218  

流動負債合計   5,790,537 14.9  2,803,080 7.8 

Ⅱ 固定負債        

１．長期未払金   576,704   546,613  

２．金利スワップ   4,567   －  

３．長期預り金   2,880   1,340  

４．繰延税金負債   450,068   270,812  

固定負債合計   1,034,221 2.7  818,765 2.3 

負債合計   6,824,758 17.6  3,621,846 10.1 
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20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
（％）

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     7,629,500 19.6   7,629,500 21.4 

２．資本剰余金               

(1）資本準備金   9,007,500     9,007,500     

資本剰余金合計     9,007,500 23.2   9,007,500 25.2 

３．利益剰余金               

(1）利益準備金   79,000     79,000     

(2）その他利益 
    剰余金               

特別償却準備金   2,647     784     

別途積立金   19,880,000     14,780,000     

繰越利益剰余金   △4,974,889     433,980     

利益剰余金合計     14,986,757 38.6   15,293,764 42.8 

４．自己株式     △64,783 △0.2   △65,025 △0.2 

株主資本合計     31,558,973 81.2   31,865,739 89.2 

Ⅱ 評価・換算差額等               

その他有価証券 
    評価差額金     483,293 1.2   228,749 0.7 

評価・換算差額等 
合計     483,293 1.2   228,749 0.7 

純資産合計     32,042,266 82.4   32,094,488 89.9 

負債純資産合計     38,867,025 100.0   35,716,335 100.0 
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(2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．製商品売上高  6,000   1,027,790   

２．エネルギーサービス
売上高  25,210,706   4,471,234   

３．技術サービス売上高  2,715,918 27,932,625 100.0 2,604,706 8,103,731 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．製商品売上原価  5,484   90,658   

２．エネルギーサービス
売上原価  39,803,786   4,155,944   

３．技術サービス売上原
価  2,104,602 41,913,873 150.1 2,076,659 6,323,262 78.0 

売上総利益又は売上
総損失（△）   △13,981,248 △50.1  1,780,469 22.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃  44,133   21,225   

２．広告宣伝費  14,449   1,036   

３．貸倒引当金繰入額  －   3,877   

４．報酬給与  1,464,160   659,774   

５．賞与  53,604   16,113   

６．賞与引当金繰入額  6,310   3,562   

７．役員退職慰労引当金
繰入額  10,281   －   

８．福利厚生費  235,560   94,867   

９．交際費  59,882   6,695   

10．旅費交通費  190,440   84,011   

11．支払手数料  233,866   197,955   

12．租税公課  162,237   96,884   

13．減価償却費  113,021   100,917   

14．賃借料  347,937   172,792   

15．研究開発費 ※4 337,114   16,850   

16．退職給付費用  29,784   9,617   

17．その他の経費  384,703 3,687,488 13.2 261,475 1,747,658 21.6 

営業利益又は営業損
失（△）   △17,668,736 △63.3  32,810 0.4 
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前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息配当金  72,330   102,658   

２．為替差益  9,019   －   

３．保険返戻金  69,825   4,978   

４．賃貸収入  8,358   16,552   

５．貯蔵品売却益  49,098   70,310   

６．商品スワップ評価益  －   1,145,787   

７. 商品スワップ決済益  730,645   722,340   

８．その他  132,716 1,071,994 3.8 51,320 2,113,947 26.1 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  138,692   －   

２. たな卸資産評価損  －   26,685   

３．事故賠償金  65,138   －   

４．発電装置撤去費用  17,960   －   

５．株式交付費  458,741   －   

６．商品スワップ評価損  235,011   1,539,462   

７．商品スワップ決済
損   －   221,568   

８．その他  122,005 1,037,549 3.6 51,297 1,839,013 22.7 

経常利益又は経常損
失（△）   △17,634,291 △63.1  307,744 3.8 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※1 61,984   895   

２．投資有価証券売却益  －   10,000   

３．賞与引当金戻入益  －   18,088   

４．役員保険解約益  －   53,363   

５．発電装置売却益   －   80,188   

６．労働保険精算益  －   21,627   

７．契約変更補償引当金
戻入益  1,833,273     －     

８．退職給付制度一部終
了益  188,041     －     

９．デリバティブ解約益  188,951,970     －     

10．商品スワップ評価益  1,769,619 192,804,890 690.3 － 184,162 2.3 

 

-15-

エネサーブ㈱（6519)平成20年３月期決算短信　



  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※2 144   10,346   

２．固定資産除却損 ※3 23,000   28,460   

３．投資有価証券評価損  －   36,363   

４．減損損失 ※5 2,833,901   19,457   

５．貸倒引当金繰入額  174,825   －   

６．発電装置撤去費用  －   28,317   

７．事業撤退損失  ※5,6 171,607,161 174,639,032 625.3 － 122,945 1.5 

税引前当期純利益   531,565 1.9  368,960 4.6 

法人税、住民税及び
事業税  1,442,018   27,073   

過年度法人税等戻入
額  －   △10,566   

法人税等調整額  4,167,787 5,609,805 20.1 45,224 61,731 0.8 

当期純利益又は当期
純損失（△）   △5,078,240 △18.2  307,229 3.8 
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売上原価明細書 

(イ)製商品売上原価 

（脚注） 

○ 製造原価 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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
（％） 

期首商品たな卸高  31,234 42.0 － －

他勘定受入高  － － 7,900 7.2 

当期製品製造原価  － － 9,621 8.8 

当期商品仕入高  43,134 58.0 92,105 84.0 

計  74,368 100.0 109,626 100.0 

他勘定振替高 ※１ 68,884   －   

期末商品たな卸高  －   18,268   

期末製品たな卸高  －   700   

当期製商品売上原価  5,484   90,658   

前事業年度 当事業年度 

※１．他勘定振替高の内訳                   (千円) ※１．       ──────  

撤退損失 56,750 

その他 12,134 

計 68,884 

    

    

    

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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
（％） 

Ⅰ 材料費  

  A重油を燃料としたオンサイト発電
装置からの事業撤退の影響により、
当事業年度の製商品製造原価が存在
しないため、記載を省略しておりま
す。 

585 7.3 

Ⅱ 労務費      － － 

Ⅲ 外注費      3,901 48.6 

Ⅳ 経費 ※２     3,535 44.1 

当期総製造費用      8,021 100.0 

期首仕掛品たな卸高     1,600  

計     9,621  

当期製品製造原価     9,621  
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（脚注） 

（ロ)エネルギーサービス売上原価 

（脚注） 

前事業年度 当事業年度 

                   ────── １．原価計算方法 

  個別原価計算を採用しております。      

※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。 

    運賃     2,511千円 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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
（％） 

Ⅰ 材料費  62,326 0.9 146,588 8.6 

Ⅱ 労務費  515,212 8.1 38,276 2.2 

Ⅲ 外注費  2,541,437 39.8 132,854 7.8 

Ⅳ 経費 ※１ 3,274,109 51.2 1,392,542 81.4 

計  6,393,087 100.0 1,710,262 100.0 

期首商品たな卸高  381,706  －  

当期商品仕入高  33,387,294  2,445,682  

他勘定振替高  ※２ 358,301  －  

期末商品たな卸高  －  －  

当期エネルギーサービス売
上原価  39,803,786  4,155,944  

      

前事業年度 当事業年度 

※１．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※１．経費のうち主なものは次のとおりであります。 

千円 千円 

消耗品費 809,563 

賃借料 617,269 

託送料 1,087,359 

減価償却費 302,383 

租税公課 63,050 

賃借料 39,343 

託送料 1,119,668 

減価償却費 107,046 

  

 ※２．他勘定振替高の内訳 

  

 ※２． 

千円 ──────  

撤退損失 358,301     
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(ハ)技術サービス売上原価 

（脚注） 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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
（％） 

Ⅰ 労務費  750,829 35.4 793,853 38.3 

Ⅱ 外注費  895,164 42.1 775,671 37.4 

Ⅲ 経費 ※１ 478,321 22.5 502,228 24.3 

計  2,124,315 100.0 2,071,753 100.0 

期首仕掛品たな卸高  －  19,712  

期末仕掛品たな卸高  19,712  14,807  

当期技術サービス売上原価  2,104,602  2,076,659  

      

前事業年度 当事業年度 

※１．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※１．経費のうち主なものは次のとおりであります。 

千円 千円 

賃借料 83,524 

保険料 180,822 

賃借料 123,135 

保険料 111,332 
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(3）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 
利益剰余金 

  

自己株式 
株主資本 
合計 

資本 
準備金 

資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 特別償却

準備金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日
残高 
（千円） 

4,227,500 5,605,500 5,605,500 79,000 4,509 20,580,000 86,085 20,749,594 △63,228 30,519,366 

事業年度中の変動
額           

新株の発行 3,402,000 3,402,000 3,402,000         －   6,804,000 

特別償却準備金
の取崩     －   △1,862   1,862 －   － 

別途積立金の取
崩     －     △700,000 700,000 －   － 

剰余金の配当
（注）     －       △684,597 △684,597   △684,597 

当期純損失     －       5,078,240 5,078,240   5,078,240 

自己株式の取得     －         － △1,555 △1,555 

株主資本以外
の項目の事業
年度中の変動
額(純額） 

    －         －   － 

事業年度中の変動
額合計 
（千円） 

3,402,000 3,402,000 3,402,000 － △1,862 △700,000 △5,060,975 △5,762,837 △1,555 1,039,607 

平成19年３月31日
残高 
（千円） 

7,629,500 9,007,500 9,007,500 79,000 2,647 19,880,000 △4,974,889 14,986,757 △64,783 31,558,973 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日残高 
（千円） 531,808 531,808 31,051,174 

事業年度中の変動額    

新株の発行     6,804,000 

特別償却準備金の取崩     － 

別途積立金の取崩     － 

剰余金の配当（注）     △684,597 

当期純損失     5,078,240 

自己株式の取得     △1,555 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△48,515 △48,515 △48,515 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△48,515 △48,515 991,092 

平成19年３月31日残高 
（千円） 483,293 483,293 32,042,266 
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当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 
  

利益剰余金 
  

自己株式 
株主資本 
合計 

資本 
準備金 

資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 特別償却

準備金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成19年３月
31日残高 
（千円） 

7,629,500 9,007,500 9,007,500 79,000 2,647 19,880,000 △4,974,889 14,986,757 △64,783 31,558,973 

事業年度中の
変動額           

特別償却準
備金の取崩     －   △1,862   1,862 －   － 

別途積立金
の取崩     －     △5,100,000 5,100,000 －   － 

当期純利益     －       307,229 307,229   307,229 

自己株式の
取得     －         － △491 △491 

自己株式の
処分     －       △221 △221 249 28 

株主資本
以外の項
目の事業
年度中の
変動額(純
額） 

    －         －   － 

事業年度中の
変動額合計 
（千円） 

－ － － － △1,862 △5,100,000 5,408,870 307,007 △241 306,765 

平成20年３月
31日残高 
（千円） 

7,629,500 9,007,500 9,007,500 79,000 784 14,780,000 433,980 15,293,764 △65,025 31,865,739 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成19年３月31日残高 
（千円） 483,293 483,293 32,042,266 

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩     － 

別途積立金の取崩     － 

当期純利益     307,229 

自己株式の取得     △491 

自己株式の処分     28 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△254,543 △254,543 △254,543 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△254,543 △254,543 52,222 

平成20年３月31日残高 
（千円） 228,749 228,749 32,094,488 
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(4）キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー    

税引前当期純利益  531,565 368,960 

減価償却費  476,969 238,167 

減損損失  5,864,255 19,457 

固定資産除却・廃棄損  401,387 31,955 

たな卸資産除却・廃棄損  14,122 － 

たな卸資産評価損  6,420,696 26,685 

投資有価証券評価損  － 36,363 

デリバティブ評価損益  － 393,675 

デリバティブ決済損益  － △500,772 

株式交付費  458,741 － 

貸倒引当金の増減額  △53,192 △25,754 

賞与引当金の増減額  △108,652 △1,503 

役員退職慰労引当金の増減額  △215,506 － 

契約変更補償引当金の増減額  △3,576,472 － 

事業撤退損失  162,010,829 － 

デリバティブ解約益  △188,951,970 － 

受取利息配当金  △72,330 △102,658 

支払利息  138,692 － 

固定資産売却損益  △61,839 9,450 

退職給付制度一部終了益  △188,041 － 

投資有価証券売却損益  － △10,000 

売上債権の増減額  22,350,613 535,936 

たな卸資産の増減額  △1,506,828 76,400 

前渡金の増減額  861,532 △2,695 

未収入金の増減額  5,145,811 122,138 

未収消費税等の増減額  △7,017,135 7,017,135 

仕入債務の増減額  △20,336,851 △31,703 

未払金の増減額  △1,982,766 △400,568 

未払消費税等の増減額  － 112,993 

商品デリバティブの増減額  △1,344,959 － 

預り保証金の増減額  △12,000,000 － 

敷金・保証金の増減額  2,201,103 110,406 

保険積立金の増減額  － 244,869 

その他  △1,148,505 △173,098 

小計  △31,688,729 8,095,843 
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前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額  70,651 100,345 

利息の支払額  △121,453 － 

事業撤退損失に係る支払額  △158,005,589 △4,005,240 

デリバティブ解約による収入  191,106,427 － 

法人税等の支払額  △1,481,849 △907,134 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー  △120,542 3,283,814 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー    

定期預金の預入による支出  △2,119,841 △2,769,831 

定期預金の払戻による収入  2,067,231 2,976,727 

親会社預け金の預入れによる
支出  － △14,000,000 

有形固定資産の取得による支
出  △481,003 △99,796 

有形固定資産の売却による収
入  177,072 7,828 

無形固定資産の取得による支
出  △35,010 － 

投資有価証券の取得による支
出  △303,600 △1,203 

投資有価証券の売却による収
入  － 110,000 

デリバティブ決済による支出  － △120,588 

デリバティブ決済による収入  － 621,990 

貸付による支出  △19,756 － 

貸付金の回収による収入  － 1,514 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー  △714,907 △13,273,358 

Ⅲ 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  2,700,000 － 

短期借入金の返済による支出  △7,930,000 － 

長期借入金の返済による支出  △1,722,000 － 

株式の発行による収入  6,345,258 － 

固定資産に係る割賦債務等の
返済による支出  △1,686 △1,992 

自己株式の売却による収入  － 28 

自己株式の取得による支出  △1,555 △491 

配当金の支払額  △684,597 － 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー  △1,294,580 △2,455 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △2,130,030 △9,991,999 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  16,215,951 14,085,920 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 14,085,920 4,093,921 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

   

  当社は、平成18年８月18日に主力事業である、A重油を

燃料としたオンサイト発電事業よりの撤退を決議し、同

日よりオンサイト型自家用発電設備の新規販売を停止い

たしました。これに伴う顧客等との契約解約交渉は平成

19年２月23日をもってすべて終了いたしましたが、この

事業撤退に伴い、前事業年度に比べて、売上高が大幅に

減少するとともに、発電設備の燃料であるA重油販売取引

のヘッジ手段であった商品デリバティブを解約したた

め、その後のA重油販売において大幅な損失が生じてお

り、当事業年度において176億68百万円の営業損失及び

176億34百万円の経常損失を計上しております。また、デ

リバティブ解約益を特別利益に計上したものの、契約解

除先との和解金及び事業撤退による関連資産の減損損失

等を事業撤退損失として特別損失に計上したこと、繰延

税金資産を全額取り崩したことによる税負担率の大幅増

加等の影響により、当事業年度において50億78百万円の

当期純損失を計上するに至りました。 

 

  以上の状況により、当社には継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。 

 

 当社は、当該状況を解消し、新たな収益基盤を確立す

るために「再建計画」（平成18年11月24日付取締役会決

議）を策定し推進してまいりました。これにより、来期

以降、売上は引き続き大幅に減少する見込みであるもの

の、既存事業であるセキュリティ事業、電力小売事業の

強化を中心とした新体制により、収益の改善を図ってま

いります。 

  また、これら既存事業の拡大及び新規事業の展開を進

めるにあたっては、研究開発資金、事業運営資金の確保

及び有利子負債の圧縮による自己資本比率の改善が必要

と判断し、今後のエネルギー・環境関連事業の方向性に

関する考え方が一致している大和ハウス工業株式会社へ

支援要請を行いました。その結果、当社株式の公開買付

け（平成19年４月24日終了）及び第三者割当増資（平成

19年3月19日払込完了、払込金額の総額68億４百万円）に

よる資本参加を得られ、今後、大和ハウスグループの一

員となることでより大きな相乗効果を得られるものと判

断しております。 

  なお、平成19年４月20日付けで「再建計画」にその後

の進展状況を加味した「第43期事業計画書」を策定し、

その実行を推進してまいります。当該計画の骨子は次の

とおりです。 

   

 当社は、前事業年度において、売上高が大幅に減少す

るとともに、大幅な営業損失、経常損失、当期純損失を

計上したことにより、継続企業の前提に重要な疑義を抱

かせる事象又は状況の記載を行いました。当該状況を解

消するための「再建計画（平成18年11月24日付）」及び

「第43期事業計画（平成19年４月20日付）」を策定し、

実行してまいりました。 

  この結果、当該事業年度においては、前期に引き続き

売上高が大幅に減少しているものの、撤退事業関連在庫

の売上が利益に大きく寄与したこともあり、営業利益32

百万円、経常利益307百万円、当期純利益307百万円を計

上するに至りました。しかしながら、撤退関連在庫の売

上を除けば、収益性の改善について、未だ不十分な状況

にあります。既存事業における新体制への移行遅れ、新

規商品販売計画の未達成等により、既存事業部門におい

て、当該計画を達成することはできませんでした。 

  よって、当社には、依然として継続企業の前提に重要

な疑義が存在しております。 

  当社は、当該状況を解消するため、新たに「第44期事

業計画」（平成20年４月17日付取締役会決議）を策定し

実行してまいります。当該事業計画の骨子は、次のとお

りであります。 

  

（1） 新商品販売部門 

 従来の遠隔監視システム（ＣＭＳ）を大幅に改良し、

電力設備監視システムに加えて、ＣＯ２排出量計測機能

を付加した商品（Ｇ－Ｐａｃｓ（ジェネラル・パワー・

オート・カウント・システム））を開発済であり、この

商品の販売に注力してまいります。また、Ｇ－Ｐａｃｓ

により得られた情報をもとに、省エネ・省ＣＯ２機器等

の提案、販売を行ってまいります。 

  

（2） セキュリティ部門 

 セキュリティ部門につきましては、各案件ごとの採算

性を重視することにより収益性向上をめざします。ま

た、新規顧客の開拓にも注力いたします。具体的には、

各電気設備を自ら管理されている主任技術者が退職され

る企業に対して、当社に関係のある管理技術者を紹介

し、Ｇ－Ｐａｃｓ等の当社独自のサービスを提供するこ

とにより、電力設備メンテナンスの新規顧客の獲得を目

指してまいります。 

  

（3） 電力小売部門 

 電力小売部門につきましは、年間を通じて稼働率の低

い業種を中心に販売活動を実施してまいります。また、

コスト削減策として、外部調達電源を有効活用できるよ 
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前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

(1) 既存事業の強化 

  今後の主力事業であるセキュリティ事業（電力設備等

のメンテナンス）と電力小売事業の営業強化に注力して

まいります。特に創業事業でありますセキュリティ事業

におきましては、新型遠隔監視システム（ＣＭＳ）導入

の推進と保安管理業務の拡大を中心に受注・販売を強化

してまいります。 

  電力小売事業につきましては、３ヶ所の小規模発電所

合計約２万７千kWの一部をバイオマス発電所化し、ＲＰ

Ｓ法（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する

特別措置法）へ対応しつつ、販売電力への付加価値を高

め、よりコスト優位な環境にやさしい事業運営を行い、

多くのお客様に満足頂ける電力供給が行えるよう努めて

まいります。 

 

(2) 新規事業の推進 

  今後の新規事業として、バイオマス燃料100％のオンサ

イト発電事業や瞬間停電・瞬間電圧低下による生産工程

への被害対策用機器の販売を検討しております。 

  これらの商品に加え、他社からの買い入れ商品（水質

改善装置等）を当社の販売ルートで拡販してまいりま

す。 

  また、蓄電効率が高く、充放電サイクルに強いリチウ

ムイオン電池を用いて深夜電力を蓄電（深夜負荷造成）

し、昼間時間帯に放電（電力放出）するシステムを開発

中であります。 

  その他、風力発電や太陽光発電等の自然エネルギー事

業の展開にも取り組んでいく予定であります。 

   

(3) 大和ハウスグループとのシナジー効果 

 大和ハウス工業株式会社を中心とする大和ハウスグル

ープは、地球規模の環境汚染問題への対策として、省エ

ネルギー化を推進し、クリーン・エネルギーの利用を促

進する事業分野に注力していくという今後のエネルギ

ー・環境関連事業に関して、当社と同様の方向性を有し

ております。 

  従いまして、当社は既存事業であるセキュリティ事業

や新規事業の推進全般で大和ハウスグループの各社と連

携を深め、シナジー効果により事業の拡大を図ってまい

ります。 

  当面の具体的な展開としましては、大和ハウス工業株

式会社の施設及びその関係会社の受配電設備の安全点

検、省エネ提案・対策を考えており、さらには、新規事

業である環境エネルギー事業における協業も推進してい

く所存であります。 

うな電力使用パターンの異なる顧客の組み合わせを実現

させます。 

  

（4） 大和ハウスグループとのシナジー効果 

 これらの各事業について、大和ハウスグループ各社と

連携を強化し、シナジー効果を獲得してまいります。具

体的には、大和ハウスグループにおける各施設の電力設

備の保守、管理やグループ内のホテル、ゴルフ場等への

電気の小売、Ｇ－Ｐａｃｓ等の機器販売であります。ま

た、省エネルギー・エネルギー管理に係る事業について

も、協業を推進してまいります。 

  

  財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。 
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前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

(4) 事業経費の大幅な削減 

  既に当期において当社は本社機能の大津エネルギーセ

ンター内への移転を実施し、さらには、事業所・営業所

の統廃合を実施いたしました。これにより、業務スピー

ドの効率を改善し、併せて本社関連経費と事業所関連経

費を大幅に削減いたします。 

  また、今後の新体制での事業規模に見合った適正な人

員構成とするため、当社は希望退職の募集（退職日：平

成19年３月20日）、役員報酬の削減、賃金体系の見直し

等を実施し、人件費の大幅な圧縮を行いました。 

   

  財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

 (1) 関係会社株式 

     移動平均法による原価法 

 (1) 関係会社株式 

                  同左 

 (2）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

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定) 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

        同左 

 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 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

              同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）製品・仕掛品 

 個別法による原価法 

(1）製品・仕掛品 

同左 

 (2）商品・原材料貯蔵品 

 先入先出法による原価法 

(2）商品・原材料貯蔵品 

同左 

４．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 

(1）有形固定資産 

① 貸与固定資産 

リース資産 

────── 

 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 

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

は定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物    ７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

は定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物    ７年～50年 

機械装置  ２年～17年 

    

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響額は軽微で

あります。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

  （追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額５％

相当額と備忘価格との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前純利益に与える影響額は軽微であり

ます。 

 (2）無形固定資産 

 定額法 

 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）に基づく定額法 

(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 

５．繰延資産の処理方法 株式交付費 

  株式交付費は、支出時の費用とし

て処理しております。 

株式交付費 

      ────── 

６．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 

 (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。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (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（287,375千

円）を前払年金費用（投資その他の資

産）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（294,723千

円）を前払年金費用（投資その他の資

産）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。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

      過去勤務債務は、その発生時の従業

員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当事業年

度から費用処理することとしておりま

す。 

  
 （追加情報） 

  当社は希望退職制者の募集に伴う大量

の退職を受けて「退職給付制度の移行等

に関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用しております。当該

処理に伴う精算額188,041千円を特別利

益の「退職給付制度一部終了益」として

計上しております。 

  （追加情報） 

 当社は平成19年11月１日付で退職金規

程及び退職年金支給規定の、一部変更を

行っております。当該規定の変更によっ

て過去勤務債務が72,547千円発生してお

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、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

  

 （追加情報） 

  平成18年６月開催の株主総会で役員

退職慰労金制度の廃止が決定されてお

ります。なお、承認済みの慰労金は退

任時まで支払を保留することとなった

ため、当期末残高576,245千円を長期未

払金に計上しております。 

  

(4）役員退職慰労引当金 

     ────── 

７．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

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同左 

８．ヘッジ会計の方法 (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 

    ────── 

  

  

 (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) 

    ──────  
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 (3）ヘッジ方針 

 当社の内部規程である「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 

    ────── 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 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、両者の変動額を

基礎にして判断しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

    ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 （追加情報） 

  当事業年度において、すべてのヘッ

ジ対象取引が消滅したため、ヘッジ会

計の終了処理を行っております。 

  

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(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 
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号  平

成17年12月９日）を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。これまでの資本の部の合計

に相当する金額は32,042,266千円であります。 

  なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

  

  

        ────── 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（貸借対照表）  

  前事業年度まで「投資その他の資産」「長期前払費

用」に含めて計上しておりました「前払年金費用」につ

いて、金額的重要性が増したため、当事業年度より別掲

することに変更いたしました。 

  この変更により、「前払年金費用」が287,375千円増加

し、「長期前払費用」が同額減少しております。 

  なお、前事業年度末の「前払年金費用」は106,898千円

であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度まで「営業キャッシュ・フロー」「その他」

に含めて計上しておりました「保険積立金の増減額」につ

いて、金額的重要性が増したため、当事業年度より別掲す

ることに変更いたしました。 

  なお、前事業年度の「営業キャッシュ・フロー」「その

他」に含まれている「保険積立金の増減額」は、△12,093

千円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

※１．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及びこれに対応する債務 

(1）担保に供している資産 

預金    149,015千円

建物   474,160千円

構築物    20,745千円

機械装置 5,905千円

土地    1,429,040千円

計 2,078,867千円

預金  113,363千円

建物      431,167千円

構築物       17,908千円

機械装置      5,066千円

土地    1,374,080千円

計    1,941,587千円

(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      －千円

長期借入金 

（１年内返済予定含む） 
  －千円

計     －千円

短期借入金    －千円

長期借入金 

（１年内返済予定含む） 
    －千円

計   －千円

(注)上記に対応する債務につきましては、全て

返済を行ったため、借入金はございません。 

また、担保設定の原因となっているリース債務

53,944千円があります。 

  

(注)上記に対応する債務につきましては、全て

返済を行ったため、借入金はございません。 

  

※２．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。 

※２．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 8,036千円

オーエヌ工業株式会社 30,474千円

計 38,511千円

学校法人郡山開成学園 5,984千円

オーエヌ工業株式会社  15,237千円

計 21,221千円

※３．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。 

※３．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。 

※４．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。 

※４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４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  7,800,000千円

借入実行残高        －千円

差引額 7,800,000千円

当座貸越極度額    3,500,000千円

借入実行残高    －千円

差引額 3,500,000千円

 ※５．期末日満期手形 

  期末日満期手形の会計処理については、当期の末

日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。期末日満期手形

の金額は次のとおりであります。 

  受取手形       17,095千円 

 ※５．期末日満期手形 

             ────── 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１．固定資産売却益の内訳 ※１．固定資産売却益の内訳 

土 地 61,984千円 構築物    595千円

貸与固定資産  300千円

計 895千円

※２．固定資産売却損の内訳 ※２．固定資産売却損の内訳 

土 地 144千円 土 地 8,900千円

機械装置 1,407千円

工具器具備品 37千円

計 10,346千円

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 595千円

機械装置 22,405千円

計 23,000千円

建物 25,150千円

構築物       1,216千円

工具器具備品  1,805千円

車両運搬具  288千円

計 28,460千円

※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

   337,114千円        16,850千円

※５．減損損失 

(1）減損損失を認識した資産グループの概要 

※５．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） 

仙台事業所 
宮城県 
仙台市 

土地、建物 260,750 

大阪事業所 
大阪府 
吹田市 

土地、建物 86,437 

社宅用資産 
兵庫県 
西宮市 

土地、建物 40,549 

東京支社 
東京都 
千代田区 

建物、工具器具 20,741 

大阪本社 
大阪市 
中央区 

建物、構築物、
工具器具他 290,374 

天道工場 
福岡県 
嘉穂群 
桂川町 

機械装置 18,397 

岡山事業所
他9箇所 

岡山県 
総社市 
他9箇所 

建物、 
工具器具他 21,070 

賃貸用資産 － 土地、建物他 285,964 

賃貸用資産 － 貸与固定資産 4,839,968 

合 計 5,864,255 

用途 場所 種類 
減損損失 
（千円） 

天道工場 
福岡県 
嘉穂群 
桂川町 

建物 19,457 

合 計 19,457 

(2）資産のグルーピング 

 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います。 

(2）資産のグルーピング 

          同左 
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前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

(3）減損損失の認識に至った経緯 

①仙台事業所、大阪事業所 

  営業活動から生じる損益が継続してマイナスであ

り、当該グループの帳簿価格を回収可能額まで減額

し、当該減少額347,188千円について減損損失として

特別損失に計上しました。その内訳は土地258,233千

円、建物88,954千円であります。 

②社宅用不動産 

 継続的に地価が下落しており、当該資産の帳簿価

格を回収可能額まで減額し、当該減少額40,549千円

を減損損失として特別損失に計上しました。その内

訳は土地24,310千円、建物16,239千円であります。 

③大阪本社、東京支社 

 事業規模の縮小に伴い、今後、大阪本社及び東京

支社の機能を縮小、移転を行う予定であります。こ

れらの縮小、移転に伴い、不要となる資産について

当該資産の帳簿価格を減額し、当該減少額311,115千

円を減損損失として特別損失に計上しました。その

内訳は建物93,149千円、工具器具79,022千円ソフト

ウエア105,324千円、その他33,618千円であります。

④天道工場 

 事業撤退に伴い、遊休となる資産について、当該

資産の帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該減少

額18,397千円を減損損失として特別損失に計上しま

した。その内訳は機械装置18,397千円であります。 

⑤岡山事業所他9箇所 

 事業撤退により、遊休となる当該資産の帳簿価格

を回収可能額まで減額し、当該減少額21,070千円を

減損損失として特別損失に計上しました。その内訳

は工具器具7,250千円、電話加入権12,416千円、その

他1,403千円であります。 

⑥賃貸用資産 

 主として事業撤退に伴い、遊休となる当該資産の

帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該減少額

5,125,931千円を減損損失として特別損失に計上しま

した。その内訳は貸与固定資産4,839,968千円、土地

57,482千円、建物212,438千円、その他16,043千円で

あります。 

  

(3）減損損失の認識に至った経緯 

①天道工場 

 前事業年度において事業撤退に伴い、遊休となる

資産について、当該資産の帳簿価格を回収可能額ま

で減額し、当該減少額18,397千円を減損損失として

特別損失に計上しました。当事業年度末においても

不動産鑑定を実施し、当該資産の帳簿価格を回収可

能額まで減額し、当該減少額19,457千円を特別損失

に計上いたしました。その内訳は建物19,457千円で

あります。 

  

(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。 

(4）回収可能価額の算定方法 

          同左 

  

 ※６．事業撤退損失の内訳 

リース解約損 122,863,187千円

契約解除和解金 25,282,390千円

たな卸資産評価損 6,420,696千円

減損損失 3,030,354千円

発電装置撤去費用 10,280,683千円

希望退職制度による割増退職金 1,195,000千円

その他 2,534,848千円

計 171,607,161千円

  

 ※６．       ────── 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加14,000千株は大和ハウス工業株式会社への第三者割当増資による増加であ

ります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は単元未満株式の買取による増加であります。 

  

配当金支払額 

  

当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は単元未満株式の買取による増加であります。 

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は単元未満株式の買増請求に伴う売却による減少であります。 

  

配当金支払額 

  

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式     

普通株式 (注)１ 27,400 14,000 － 41,400 

合計 27,400 14,000 － 41,400 

自己株式     

普通株式 (注)２ 16 1 － 18 

合計 16 1 － 18 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月14日 

定時株主総会 
普通株式 684,597 25 平成18年3月31日 平成18年6月14日 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式     

普通株式 (注)１ 41,400 － － 41,400 

合計 41,400 － － 41,400 

自己株式     

普通株式 (注)２ 18 0 0 19 

合計 18 0 0 19 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月21日 

定時株主総会 
普通株式 － － － － 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

     決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

（有価証券関係） 

     決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

（デリバティブ取引関係） 

     決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

（退職給付関係） 

     決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（税効果会計関係） 

     決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

（持分法損益等） 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目との関係 

（平成19年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 16,125,357 

有価証券勘定 80,404 

計 16,205,762 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,119,841 

現金及び現金同等物 14,085,920 

（平成20年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 5,366,866 

有価証券勘定 － 

計 5,366,866 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,272,945 

現金及び現金同等物 4,093,921 

関連会社に対する投資の金額（千円） 300,000 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 278,577 

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 21,422 

関連会社に対する投資の金額（千円） 300,000 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 169,245 

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 130,755 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

親会社及び法人主要株主等  

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）

役員の
兼任等 
（人） 

事業
上の
関係 

法人主要

株主 

大和ハウ

ス工業㈱ 

大阪市北

区  
110,120 

住宅事

業、商業

建築事業

等 

(被所有) 

直接 51.4 
兼任1名 

小売

り用

電力

の販

売等 

 資金の預託 14,000 
親会社 

預け金 
14,000 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額（円） 774.30 775.58 

１株当たり当期純利益金額（円） △182.39 7.40 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 
  

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） △5,078,240 307,229 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） △5,078,240 307,229 

期中平均株式数（千株） 27,843 41,494 
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５．その他 
役員の異動 

  

 平成20年４月17日付「役員異動に関するお知らせ」を御参照下さい。 
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