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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 1,770 ― △156 ― △192 ― △198 ―

20年3月期第1四半期 1,581 △89.4 △233 ― △206 ― △208 ―

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

21年3月期第1四半期 △4.80 ―

20年3月期第1四半期 △5.05 ―

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

21年3月期第1四半期 38,384 31,930 83.2 771.82
20年3月期 35,716 32,094 89.9 775.58

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  31,930百万円 20年3月期  32,094百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 4,695 ― 48 ― 48 ― 12 ― 0.29
通期 9,920 22.4 322 881.9 322 4.7 250 △18.6 6.02

4.  その他 
(1) 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  無  

(2) 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（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もの） 

(注）詳細は、４ページの「定性的情報、財務諸表等」の４．その他、をご参照ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  41,400,750株 20年3月期  41,400,750株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  30,028株 20年3月期  19,568株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  41,379,666株 20年3月期第1四半期  41,381,731株

※業績予想の適切な利用に関する説明 
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かかる
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可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、４ページの「定性的情報、財務諸表等」の３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

 （売上高）

　当第１四半期における売上高は、対前年同期比11.9％増の17億70百万円となりました。

　事業部門別では、セキュリティ部門が、対前年同期比5.2％減少し、５億68百万円となりました。要因といたしまし

ては、新商品関連の受注獲得に注力したこともあり、電力設備メンテナンス、竣工・工事売上とも、前年同期の売上

高を下回ったこと等によります。電力小売部門は、対前年同期比25.1％増加し、９億15百万円となりました。要因と

いたしましては、大口契約の獲得等によります。新商品販売部門は、対前年同期比1,036.3％増加し１億11百万円とな

りました。要因といたしましては、大口の案件の受注を獲得し、当第１四半期において、売上計上したことによりま

す。発電設備整備は、対前年同期比32.8％減少し、88百万円となり、発電設備レンタル部門は、対前年同期比20.2％

減少し86百万円となりました。

 

事業部門別売上高 （単位：百万円）　

部門名
平成１９年６月期　　　 平成２０年６月期　　　　 平成２０年３月期（参考）

金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率

新商品販売部門 9 － 111 － 1,027 －

発電設備整備部門 131 △92.9% 88 △32.8% 483 △89.1%

発電設備レンタル部門 108 △98.4% 86 △20.2% 344 △98.0%

電力小売部門 731 △21.9% 915 25.1% 3,643 △8.4%

セキュリティ部門 599 △15.9% 568 △5.2% 2,604 △3.9%

合計 1,581 △89.4% 1,770 11.9% 8,103 △71.0%

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

      ２．増減率は、対前年同期増減率です。

 

（売上原価及び売上総利益）

　当第１四半期の売上原価は対前年同期比11.2％増の14億96百万円となりました。

　この要因といたしましては、前年同期に比べ、人件費等の減少による、コスト削減効果もありますが、電力小売部

門の売上増加に伴うコスト増加、新商品販売部門における外注代金等の増加によるものです。この結果、売上総利益

は対前年同期比15.9％増の２億73百万円となりました。

 

事業部門別売上総利益

前年同期間（平成19年６月） （単位：百万円）　　

 新商品販売部門
発電設備整備

部門

発電設備レンタ

ル部門
電力小売部門

セキュリティ

部門
合計

　売上高 9 131 108 731 599 1,581

　売上原価 6 45 50 728 513 1,345

　売上総利益 3 86 58 3 85 236

　売上総利益率 33.0% 65.3% 　53.4% 0.5% 　14.3% 　14.9%

 

当四半期会計期間（平成20年６月） （単位：百万円）　　

 新商品販売部門
発電設備整備

部門

発電設備レンタ

ル部門
電力小売部門

セキュリティ

部門
合計

　売上高 111 88 86 915 568 1,770

　売上原価 87 34 47 888 438 1,496

　売上総利益 23 54 39 26 129 273

　売上総利益率 21.1% 61.3% 45.2% 2.9% 　22.8% 15.5%

 

（販売費及び一般管理費）

　当第１四半期の販売費及び一般管理費は、対前年同期比8.5％減少し４億30百万円となりました。要因といたしまし

ては、賃借料、運賃、福利厚生費等の固定費を削減したこと等によります。
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（営業損失）

　この結果、当第１四半期は、営業損失１億56百万円（前年同期は、２億33百万円の営業損失）となりました。

（営業外収益及び営業外費用）

　当第１四半期の営業外収益は、対前年同期比517.5％増加し29億47百万円となりました。要因といたしましては、デ

リバティブ評価益及びデリバティブ決済益の増加によるものであります。営業外費用は、対前年同期比562.5％増加し

29億83百万円となりました。要因といたしましては、デリバティブ評価損及びデリバティブ決済損の増加によるもの

であります。

（経常損失）

　この結果、当第１四半期は、経常損失１億92百万円（前年同期は、２億６百万円の経常損失）となりました。

（四半期純損失）

　経常損失に貸倒引当金戻入益等の特別利益、固定資産除却損等の特別損失、及び法人税等を考慮した結果、四半期

純損失は１億98百万円（前年同期は、２億８百万円の四半期純損失）となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

 （流動資産）

　当第１四半期末における流動資産は、293億45百万円となり、前期末と比較し26億64百万円増加いたしました。要因

といたしましては、昨今の価格の高騰による、デリバティブ債権（商品スワップ）の増加によるものであります。

（固定資産）

　当第１四半期末の固定資産は、90億38百万円となり、前期末と比較し３百万円増加いたしました。主な増減内容と

いたしましては、株価の回復にともなう投資有価証券の増加および、主として減価償却による有形固定資産の減少等

によります。

（流動負債）

　当第１四半期末の流動負債は、56億８百万円となり、前期末と比較して28億５百万円増加いたしました。要因とい

たしましては、デリバティブ債務（商品スワップ）の増加及び、未払消費税等の減少等によるものであります。

（固定負債）

　当第１四半期末の固定負債は、８億45百万円となり、前期末と比較して26百万円増加いたしました。要因といたし

ましては、繰延税金負債の増加によるものであります。

（純資産）

　当第１四半期末の純資産は319億30百万円となり、前期末と比較して１億63百万円減少いたしました。要因といたし

ましては、当第１四半期において、四半期純損失を計上したことによる、利益剰余金の減少等によります。

（キャッシュ・フロ－計算書）

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、40億８百万円となり、前期末と比較して

85百万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。

　①営業活動によるキャッシュ・フロ－

　　当第１四半期において、営業活動の結果、使用した資金は２億70百万円となりました。資金の減少要因は、税引

前四半期純利益がマイナスであること、及び消費税等の納税による未払消費税等の減少、たな卸資産の増加等によ

り資金が減少したことです。

　②投資活動によるキャッシュ・フロ－

　　当第１四半期において、投資活動の結果、得られた資金は１億91百万円となりました。資金の増加要因は、デリ

バティブ決済による収入が、デリバティブ決済による支出を上回ったことによります。

　③財務活動によるキャッシュ・フロ－

　　当第１四半期において、財務活動の結果、使用した資金は、６百万円となりました。資金の減少要因は、自己株

式の取得による資金の減少です。
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３．業績予想に関する定性的情報

 　当第１四半期の計画に対する達成状況は、売上高、営業利益、四半期純利益とも未達でありますが、第２四半期

において、省エネ関連機器等の販売を見込んでおり、第１四半期の未達分を補う予定でありますので、現時点にお

きましては、平成20年５月９日発表の第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

４．その他

（１）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

　該当事項はありません。

（２）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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　たな卸資産の評価基準については、従来、原価法によっておりましたが、当事業年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、原価法（貸借対照

表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

  これによる当第１四半期の損益に与える影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンスリース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以降開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

　これによる第1四半期の損益に与える影響はありません。

　なお、リース契約締結日が平成20年３月31日以前の当社を借手とする所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

（３） 追加情報　

　　当社の親会社である大和ハウス工業株式会社による当社株式の公開買付けが実施され、平成20年７月22日（火

曜日）に買付期間が終了しております。当該買付けに対する応募状況は、17,047千株であり、応募株数のすべ

てを大和ハウス工業株式会社が買付け、この結果、大和ハウス工業株式会社の当社株式の保有株数は、38,268

千株（議決権比率92.48％）となっております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,243,115 5,366,866

受取手形 203,477 202,258

売掛金 1,098,031 1,104,857

商品 31,837 18,268

製品 700 700

仕掛品 18,661 14,807

原材料及び貯蔵品 193,940 127,706

前渡金 51,832 20,104

前払費用 86,501 57,503

未収入金 303,219 293,918

未収還付法人税等 672,102 693,014

デリバティブ債権 7,446,877 4,793,356

関係会社預け金 14,000,000 14,000,000

その他 7,855 2,843

貸倒引当金 △12,253 △14,978

流動資産合計 29,345,898 26,681,225

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産 638,294 694,631

減価償却累計額 △624,052 △680,931

貸与資産（純額） 14,241 13,700

建物 1,722,271 1,718,055

減価償却累計額 △895,792 △899,383

建物（純額） 826,479 818,671

構築物 827,676 827,676

減価償却累計額 △441,992 △429,117

構築物（純額） 385,684 398,558

機械及び装置 1,146,483 1,146,483

減価償却累計額 △822,376 △809,337

機械及び装置（純額） 324,107 337,145

車両運搬具 4,953 4,953

減価償却累計額 △4,870 △4,865

車両運搬具（純額） 83 88

工具、器具及び備品 626,080 605,979

減価償却累計額 △527,808 △523,468

工具、器具及び備品（純額） 98,272 82,511

土地 4,734,492 4,790,592

有形固定資産合計 6,383,361 6,441,268



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 8,845 11,371

水道施設利用権 1,418 1,453

電話加入権 6,728 6,728

無形固定資産合計 16,991 19,552

投資その他の資産   

投資有価証券 954,642 885,456

関係会社株式 300,000 300,000

長期前払費用 19,235 19,645

前払年金費用 291,327 294,723

敷金及び保証金 357,660 360,421

破産更生債権等 217 217

長期未収入金 335,616 334,612

長期預金 640,000 640,000

その他 79,268 79,655

貸倒引当金 △339,984 △340,444

投資その他の資産合計 2,637,984 2,574,288

固定資産合計 9,038,336 9,035,109

資産合計 38,384,234 35,716,335

負債の部   

流動負債   

支払手形 114,624 99,395

買掛金 58,192 11,486

未払金 630,855 659,410

未払費用 72,007 36,793

未払法人税等 20,275 43,825

未払消費税等 11,559 112,993

前受金 3,181 2,610

預り金 20,100 28,742

前受収益 45,054 33,517

賞与引当金 8,330 14,808

デリバティブ債務 4,574,776 1,710,279

繰延税金負債 49,218 49,218

流動負債合計 5,608,177 2,803,080

固定負債   

長期未払金 546,613 546,613

長期預り金 1,340 1,340

繰延税金負債 297,401 270,812

固定負債合計 845,354 818,765

負債合計 6,453,532 3,621,846



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,629,500 7,629,500

資本剰余金 9,007,500 9,007,500

資本準備金 9,007,500 9,007,500

利益剰余金 15,095,079 15,293,764

利益準備金 79,000 79,000

その他利益剰余金   

特別償却準備金 － 784

別途積立金 14,780,000 14,780,000

繰越利益剰余金 236,079 433,980

自己株式 △71,352 △65,025

株主資本合計 31,660,727 31,865,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 269,974 228,749

評価・換算差額等合計 269,974 228,749

純資産合計 31,930,702 32,094,488

負債純資産合計 38,384,234 35,716,335



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,770,816

売上原価 1,496,833

売上総利益 273,982

販売費及び一般管理費  

運賃 1,717

広告宣伝費 44

報酬及び給料手当 168,637

賞与引当金繰入額 4,017

福利厚生費 18,502

交際費 1,130

旅費及び交通費 19,339

支払手数料 68,486

租税公課 20,768

減価償却費 23,306

賃借料 38,584

研究開発費 5,169

退職給付費用 4,395

その他 56,037

販売費及び一般管理費合計 430,140

営業損失（△） △156,157

営業外収益  

受取利息及び配当金 34,279

デリバティブ評価益 2,653,521

デリバティブ決済益 242,145

その他 17,199

営業外収益合計 2,947,145

営業外費用  

デリバティブ評価損 2,864,496

デリバティブ決済損 116,964

その他 1,670

営業外費用合計 2,983,130

経常損失（△） △192,142

特別利益  

保険解約返戻金 737

貸倒引当金戻入額 3,185

特別利益合計 3,923

特別損失  

固定資産売却損 1,100

固定資産除却損 1,029

特別損失合計 2,129



（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

税引前四半期純損失（△） △190,349

法人税、住民税及び事業税 9,707

法人税等調整額 △1,371

法人税等合計 8,335

四半期純損失（△） △198,685



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △190,349

減価償却費 51,961

固定資産除却損 1,229

デリバティブ評価損益（△は益） 210,975

デリバティブ決済損益（△は益） △125,181

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,477

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,185

受取利息及び受取配当金 △34,279

有形固定資産売却損益（△は益） 1,100

売上債権の増減額（△は増加） 5,607

たな卸資産の増減額（△は増加） △83,658

前渡金の増減額（△は増加） △31,728

未収入金の増減額（△は増加） 45,012

仕入債務の増減額（△は減少） 55,182

未払金の増減額（△は減少） △53,226

未払消費税等の増減額（△は減少） △101,433

その他 △6,732

小計 △265,182

利息及び配当金の受取額 11,210

法人税等の支払額 △16,575

営業活動によるキャッシュ・フロー △270,547

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 △362,332

定期預金の払戻による収入 400,202

有形固定資産の取得による支出 △32,669

有形固定資産の売却による収入 60,695

デリバティブ決済による収入 226,155

デリバティブ決済による支出 △100,980

貸付金の回収による収入 382

投資活動によるキャッシュ・フロー 191,452

財務活動によるキャッシュ・フロー  

割賦債務の返済による支出 △459

自己株式の取得による支出 △6,326

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,881

現金及び現金同等物の期首残高 4,093,921

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,008,039



 

（４）四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

 (５）継続企業の前提に関する注記　

  当社は、平成18年８月の主力事業撤退以降、大規模な事業転換を図ってまいりましたが、収益性の改善について

未だ不十分な状況にあり、当第１四半期につきましても、営業損失１億56百万円、経常損失１億92百万円、及び四

半期純損失１億98百万円を計上いたしました。

　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、以下の基本方針に基づき、事業運営を行ってまいります。

　　　　① 新商品販売部門

  当第１四半期における新商品販売部門の売上高は、事業計画３億69百万円に対して、１億11百万円（達成率

30.2％）となりました。今後の事業展開といたしましては、引き続き、省エネ関連機器、ＣＯ２排出量計測監視

装置等の販売を強化してまいります。

　　　　② セキュリティ部門

    当第１四半期におけるセキュリティ部門の売上高は、事業計画７億14百万円に対して、５億68百万円（達成率

79.6％）となりました。今後の事業展開といたしましては、第１四半期に引き続き、各案件の収益性の向上を確

保しつつ、竣工、工事物件の獲得に注力すること、及び工程管理を強化し、効率的な事業展開を実施すること等

により、事業計画の達成をめざしてまいります。

　　　　③ 電力小売部門

  当第１四半期における電力小売部門の売上高は、事業計画８億１百万円に対して、９億15百万円（達成率

114.3％）となりました。今後の事業展開といたしましては、夏場に各顧客の電力需要がピークに達するため、

先渡取引等を利用することにより、効率的な電源確保を行い、収益性を維持してまいります。

　　　④ 発電設備整備・レンタル部門

  当第1四半期における発電設備整備・レンタル部門の売上高は、事業計画２億５百万円に対して、１億75百万

円（達成率85.5％）となりました。今後の事業展開といたしましては、発電設備整備において、非定期整備顧客

の定期整備化に注力し、安定的な収益獲得を目指してまいります。　　

　　　⑤ 大和ハウスグループとのシナジー効果

当第１四半期における大和ハウス工業株式会社及び大和ハウスグループとの主な取引といたしましては、営業

取引において、小売用電力の販売等23百万円及び営業外取引として、預託金にかかる受取利息24百万円等であり

ます。

　引き続き、エネルギー関連事業を中心とし、大和ハウス工業株式会社及び大和ハウスグループの各施設、工場

等に省エネ関連機器、ＣＯ２排出計測監視装置等の販売を実施してまいります。

　四半期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四半期財務諸表には反

映しておりません。

（６）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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）　

科目

     （平成20年３月期
       第１四半期）

 

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,581,925

Ⅱ　売上原価 1,345,542

売上総利益 236,382

Ⅲ　販売費及び一般管理費 470,098

営業損失（△） △233,715

Ⅳ　営業外収益 477,278

Ⅴ　営業外費用 450,261

経常損失（△） △206,698

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 99

税引前四半期純損失（△） △206,798

税金費用 2,000

四半期純損失（△） △208,798

　（注）

    １．営業外収益の主要項目

        受取利息配当金                 11,923千円

        商品スワップ評価益            246,125千円

        商品スワップ決済益            136,395千円

    ２．営業外費用の主要項目

        商品スワップ評価損            423,548千円

        商品スワップ決済損             11,214千円

    ３．特別損失の主要項目

        固定資産売却損                     99千円

－ 1 －
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