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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 3,726 ― △415 ― △468 ― △412 ―

20年3月期第2四半期 3,838 △82.1 △100 ― △1 ― 107 ―

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2四半期 △9.98 ―

20年3月期第2四半期 2.59 ―

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2四半期 35,632 31,671 88.9 765.82
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2四半期  31,671百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,100 12.3 30 △7.8 40 △86.9 47 △84.7 1.14

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、３ページの「定性的情報、財務諸表等」の「４ ．その他」の情報をご参照ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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おります。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、３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。 
２．当会計年度より「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。  

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2四半期  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2四半期  43,838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2四半期  41,369,439株 20年3月期第2四半期  41,381,731株
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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２四半期累計期間（６か月）おける売上高は、対前年同期比2.9％減少し37億26百万円となりました。

　事業部門別では、セキュリティ部門が対前年同期比1.7％減少し10億96百万円となりました。要因といたしましては、

新商品販売部門の受注獲得に注力したこと及び、採算を重視した選別受注の影響等により、竣工・工事売上が、計画

値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13.9％増の20億13百万円となりました。要因といた

しましては、大口契約が獲得できたこと及び、夏季の電力需要が想定以上に多かったことにより、増収となりました。

新商品販売部門は対前年同期比738.9％増の２億６百万円となりました。要因といたしましては、当事業年度より省エ

ネ関連機器、ＣＯ２排出計測監視装置等の新商品の販売及び、特別高圧設備の改修工事等の大型工事案件の受注獲得

に注力しており、これらの売上を計上することができたことによります。発電設備整備部門は、対前年同期比29.8％

減少し１億99百万円となり、発電設備レンタル部門は対前年同期比12.1％増の１億76百万円となりました。また、在

庫として保有しておりました発電装置等の一部を売却したことによる売上高が前年同期比93.0％減少し34百万円とな

りました。

　なお、「前年同期比」の記載につきましては、参考として記載いたしております。

  

事業部門別売上高 （単位：百万円）　

部門名

平成20年３月期第２四半期

累計期間（参考）　　

平成21年３月期第２四半期

累計期間　　　　
平成20年３月期（参考）

金額
前年同期対比

増減率
金額

前年同期対比

増減率

（参考）

金額
前年対比

増減率

新商品販売部門 24 － 206 738.9 57 －

　　〃　　　（発電装置等） 488 －　 34 △93.0　 969 －　

発電設備整備部門 284 △92.5% 199 △29.8% 483 △89.1%

発電設備レンタル部門 157 △98.9% 176 12.1% 344 △98.0%

電力小売部門 1,768 △15.5% 2,013 13.9% 3,643 △8.4%

セキュリティ部門 1,115 △13.4% 1,096 △1.7% 2,604 △3.9%

合計 3,838 △82.1% 3,726 △2.9% 8,103 △71.0%

 （注）平成20年３月期第２四半期累計期間数値及び前年同期比増減率につきましては参考として記載いたしております。

 

　（売上原価及び売上総利益）

　当第２四半期累計期間（６か月）おける売上原価は対前年同期比8.8％増の33億３百万円となりました。

　この要因といたしましては、新商品販売部門において売上高の増加に伴い売上原価が増加したこと及び電力小売部

門において夏季の電力調達コストが想定以上に増加したこと等によります。売上総利益につきましては、前年同期に

おけるエンジン並びに発電機等の売上の影響もあり、対前年同期比47.2％減少し、４億22百万円となりました。

　なお、「前年同期比」の記載につきましては、参考として記載いたしております。

 

　　事業部門別売上総利益（当第２四半期累計期間） （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 240 199 176 2,013 1,096 3,726

　売上原価 179 54 108 2,119 841 3,303

　売上総利益 60 144 67 △105 255 422

　売上総利益率 25.2% 72.6% 38.2% △5.2% 　23.3% 11.3%

 

（販売費及び一般管理費）

　当第２四半期累計期間（６か月）おける販売費及び一般管理費は、対前年同期比7.1％減少し８億38百万円となりま

した。要因といたしましては、賃借料等の固定費の削減効果及び、貸倒費用の計上がなかったことによります。

 　なお、「前年同期比」の記載につきましては、参考として記載いたしております。
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（営業損失）

　この結果、当第２四半期累計期間（６か月）は、営業損失４億15百万円となりました。

 

（営業外収益及び営業外費用）

　当第２四半期累計期間（６か月）の営業外収益は対前年同期比11.6％増の７億15百万円となり、営業外費用は対前

年同期比41.8％増の７億67百万円となりました。営業外収益の増加要因はデリバティブ関連収益の増加93百万円、受

取利息及び配当金の増加35百万円であります。営業外費用の増加要因といたしましては、デリバティブ関連費用の増

加２億47百万円であります。

　なお、「前年同期比」の記載につきましては、参考として記載いたしております

 

（経常損失）

　この結果、当第２四半期累計期間（６か月）は経常損失４億68百万円となりました。

 

（四半期純損失）

　　経常損失に特別利益、特別損失を加減算し、税金費用を考慮した結果、当第２四半期累計期間（６か月）は四半

期純損失４億12百万円となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

（流動資産）

　当第２四半期会計期間末における流動資産は267億65百万円となり前期末と比較して84百万円増加いたしました。要

因といたしましては、新商品販売部門に係るたな卸資産の増加及び、デリバティブ決済に係る未収入金の増加であり

ます。

 

（固定資産）

　当第２四半期会計期間末における固定資産は88億67百万円となり前期末と比較して１億67百万円減少いたしました。

要因といたしましては、減価償却、土地の売却等による有形固定資産の減少及び、敷金・保証金の減少による投資そ

の他の資産の減少であります。

 

（流動負債）

　当第２四半期会計期間末における流動負債は31億41百万円となり前期末と比較して３億38百万円増加いたしました。

要因といたしましては、デリバティブ債務の増加及び未払消費税等の減少であります。

 

（固定負債）

　当第２四半期会計期間末における固定負債は８億19百万円となり前期末と比較して１百万円増加いたしました。要

因といたしましては、繰延税金負債が増加したことであります。

 

（純資産）

　当第２四半期会計期間末における純資産は316億71百万円となり前期末と比較して４億22百万円減少いたしました。

要因といたしましては、四半期純損失を計上したことにより、利益剰余金が減少したことであります。

 

（キャッシュ・フロ－計算書）

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、50億65百万円となり、前期末と

比較して９億71百万円増加いたしました。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・フロー

　当第２四半期累計期間において営業活動の結果、得られた資金は３億55百万円となりました。資金の増加要因とい

たしましては、税引前四半期純損失を計上したものの、法人税等の還付額が672百万円となったことであります。

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第２四半期累計期間において投資活動の結果、得られた資金は６億31百万円となりました。資金の増加要因とい

たしましては、定期預金の払戻による収入及び、デリバティブ決済による収入が、定期預金の預入れによる支出及び

デリバティブ決済による支出をそれぞれ大幅に上回ったことであります。
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③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、15百万円であります。資金の減少要因といたしま

しては、自己株式の取得による資金の減少によるものです。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年10月24日に公表いたしました「平成21年３月期第２四半期累計期間及び通期業績予想（非連結）の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。

 

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、第１四半期会計期間より「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。

  これにより、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失及び四半期純損失はそれぞれ８百万円増加しており

ます。

 

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、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、

残存価額を零とする定額法を採用しております。

　これによる第２四半期累計期間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。
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 5,949,075 5,366,866

受取手形 187,101 202,258

売掛金 1,009,004 1,104,857

商品 13,146 18,268

製品 200 700

仕掛品 20,383 14,807

原材料及び貯蔵品 231,042 127,706

前渡金 14,625 20,104

前払費用 54,520 57,503

未収入金 435,759 293,918

未収還付法人税等 18,606 693,014

未収消費税等 16,673 －

デリバティブ債権 4,820,617 4,793,356

関係会社預け金 14,000,000 14,000,000

その他 4,354 2,843

貸倒引当金 △9,602 △14,978

流動資産合計 26,765,508 26,681,225

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産 553,060 694,631

減価償却累計額 △539,149 △680,931

貸与資産（純額） 13,911 13,700

建物 1,723,252 1,718,055

減価償却累計額 △910,508 △899,383

建物（純額） 812,744 818,671

構築物 827,676 827,676

減価償却累計額 △454,866 △429,117

構築物（純額） 372,809 398,558

機械及び装置 1,148,243 1,146,483

減価償却累計額 △835,451 △809,337

機械及び装置（純額） 312,792 337,145

車両運搬具 4,953 4,953

減価償却累計額 △4,874 △4,865

車両運搬具（純額） 78 88

工具、器具及び備品 631,877 605,979

減価償却累計額 △529,767 △523,468

工具、器具及び備品（純額） 102,110 82,511

土地 4,734,492 4,790,592

-1-



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

有形固定資産合計 6,348,939 6,441,268

無形固定資産   

ソフトウエア 6,319 11,371

水道施設利用権 1,382 1,453

電話加入権 6,728 6,728

無形固定資産合計 14,429 19,552

投資その他の資産   

投資有価証券 893,833 885,456

関係会社株式 300,000 300,000

長期前払費用 19,182 19,645

前払年金費用 288,548 294,723

敷金及び保証金 327,773 360,421

破産更生債権等 4,989 217

長期未収入金 276,424 334,612

長期預金 640,000 640,000

その他 78,878 79,655

貸倒引当金 △325,708 △340,444

投資その他の資産合計 2,503,922 2,574,288

固定資産合計 8,867,291 9,035,109

資産合計 35,632,799 35,716,335

負債の部   

流動負債   

支払手形 143,504 99,395

買掛金 29,129 11,486

未払金 699,356 659,410

未払費用 35,272 36,793

未払法人税等 31,737 43,825

未払消費税等 － 112,993

預り金 20,425 28,742

賞与引当金 23,207 14,808

デリバティブ債務 2,133,415 1,710,279

繰延税金負債 － 49,218

その他 25,212 36,127

流動負債合計 3,141,261 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 271,712 270,812

固定負債合計 819,665 818,765

負債合計 3,960,926 3,621,846
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 14,880,760 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 21,760 433,980

自己株式 △79,619 △65,025

株主資本合計 31,438,140 31,865,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 233,732 228,749

評価・換算差額等合計 233,732 228,749

純資産合計 31,671,873 32,094,488

負債純資産合計 35,632,799 35,716,335
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,726,685

売上原価 3,303,941

売上総利益 422,743

販売費及び一般管理費  

運賃 3,290

広告宣伝費 123

報酬及び給料手当 333,890

賞与 1,273

賞与引当金繰入額 4,641

福利厚生費 37,091

交際費 2,298

旅費及び交通費 39,205

支払手数料 127,693

租税公課 38,337

減価償却費 48,900

賃借料 73,532

研究開発費 7,733

退職給付費用 8,791

その他 111,373

販売費及び一般管理費合計 838,178

営業損失（△） △415,435

営業外収益  

受取利息及び配当金 68,130

デリバティブ評価益 27,260

デリバティブ決済益 576,690

その他 43,160

営業外収益合計 715,241

営業外費用  

デリバティブ評価損 423,136

デリバティブ決済損 326,328

その他 18,432

営業外費用合計 767,897

経常損失（△） △468,091

特別利益  

固定資産売却益 1,697

保険解約返戻金 737

貸倒引当金戻入額 1,508

過年度法人事業税還付額 16,939

特別利益合計 20,883
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（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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

税引前四半期純損失（△） △449,337

法人税、住民税及び事業税 15,294

法人税等調整額 △51,713

法人税等合計 △36,418

四半期純損失（△） △412,919
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,955,868

売上原価 1,807,108

売上総利益 148,760

販売費及び一般管理費  

運賃 1,573

広告宣伝費 79

貸倒引当金繰入額 1,676

報酬及び給料手当 165,253

賞与 1,273

賞与引当金繰入額 623

福利厚生費 18,588

交際費 1,167

旅費及び交通費 19,866

支払手数料 59,206

租税公課 17,568

減価償却費 25,594

賃借料 34,947

研究開発費 2,564

退職給付費用 4,395

その他 55,336

販売費及び一般管理費合計 409,714

営業損失（△） △260,954

営業外収益  

受取利息及び配当金 33,850

デリバティブ評価益 2,441,360

デリバティブ決済益 334,545

その他 25,960

営業外収益合計 2,835,716

営業外費用  

デリバティブ評価損 2,626,260

デリバティブ決済損 209,364

その他 16,762

営業外費用合計 2,852,387

経常損失（△） △277,624

特別利益  

固定資産売却益 1,697

過年度法人事業税還付額 16,939

特別利益合計 18,636

税引前四半期純損失（△） △258,988

法人税、住民税及び事業税 5,587
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

法人税等調整額 △50,341

法人税等合計 △44,754

四半期純損失（△） △214,234
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △449,337

減価償却費 107,324

固定資産除却損 1,529

固定資産売却損益（△は益） △597

デリバティブ評価損益（△は益） 395,875

デリバティブ決済損益（△は益） △250,362

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,399

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,112

受取利息及び受取配当金 △68,130

売上債権の増減額（△は増加） 106,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △103,290

前渡金の増減額（△は増加） 5,478

未収入金の増減額（△は増加） △38,488

未収消費税等の増減額（△は増加） △16,673

仕入債務の増減額（△は減少） 21,708

未払金の増減額（△は減少） △23,423

未払消費税等の増減額（△は減少） △112,993

その他 68,399

小計 △368,454

利息及び配当金の受取額 69,023

法人税等の支払額 △17,718

法人税等の還付額 672,491

営業活動によるキャッシュ・フロー 355,341

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 △998,661

定期預金の払戻による収入 1,388,119

有形固定資産の取得による支出 △72,006

有形固定資産の売却による収入 62,892

デリバティブ決済による収入 468,300

デリバティブ決済による支出 △217,944

貸付金の回収による収入 765

投資活動によるキャッシュ・フロー 631,464

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 △14,721

自己株式の売却による収入 42

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 971,666

現金及び現金同等物の期首残高 4,093,921

-8-



（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,065,587
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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。

 

（４）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、前事業年度に引き続き収

益性の改善について未だ不十分な状況にあり当第２四半期会計期間につきましても、営業損失２億60百万円、経常損

失２億77百万円、及び四半期純損失２億14百万円と損失計上いたしました。

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、当第２四半期会計期間末時点において、当期の事業計画の修正を行いました。

また、重要な後発事象に記載のとおり、平成20年10月24日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会にお

いて大和ハウス工業株式会社による当社の完全子会社化の手続きが承認可決され、今後、大和ハウスグループとのシ

ナジー効果を一層拡大してまいります。また、当第２四半期会計期間末における現金及び預金59億49百万円に、大和

ハウス工業株式会社への預け金140億円を加えた残高は199億49百万円であり、高水準を維持しております。

なお、各事業部門の第２四半期累計期間の実績及び修正後事業計画骨子は次のとおりであります。

 

① 新商品販売部門

当第２四半期累計期間における新商品販売部門の売上高は、事業計画10億１百万円に対して、２億40百万円（達成

率24.0％）となりました。要因といたしましては、平成20年９月売上計上予定分約５億円が10月以降にずれ込んだた

めであり、当期の下半期において計上を予定しております。今後の事業展開といたしましては、省エネ関連機器、Ｃ

Ｏ２排出計測監視装置等の販売を強化するとともに、当社の強みを生かし、特別高圧設備の改修工事等の大型工事案

件の受注獲得に注力してまいります。

 

② セキュリティ部門

当第２四半期累計期間におけるセキュリティ部門の売上高は、事業計画13億28百万円に対して、10億96百万円（達

成率82.5％）となりました。要因といたしましては、省エネ関連機器、ＣＯ２排出計測監視装置等新商品の受注獲得

に注力したことにより未達となったものです。今後の事業展開といたしましては、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に加え、熱画

像診断測定、非破壊による絶縁診断等、最新の技術を駆使した安全技術サービスを提供することにより計画達成を目

指します。　　　　　　　

 

③ 電力小売部門

当第２四半期累計期間における電力小売部門の売上高は、事業計画19億36百万円に対して、20億13百万円（達成率

104.0％）となりました。要因といたしましては、夏季の電力需要が想定以上に多かったことにより増収となったもの

です。反面、利益の面では、必要となる電源調達コストが大幅に増加したことにより採算が悪化しております。今後

の事業展開といたしましては、電力需要予測の精度を向上させることにより、効率的な電源確保を実施し、顧客の電

力需要に対応してまいります。また、第３四半期会計期間以降、季節的にも電力需要が安定してまいりますので、安

定的な利益確保を見込んでおります。

 

④ 発電装置整備・レンタル部門

当第２四半期累計期間における発電装置整備・レンタル部門の売上高は、事業計画４億30百万円に対して、３億75

百万円（達成率87.3％）となりました。要因といたしましては、発電装置の燃料であるＡ重油等の原油価格の高騰に

より、発電装置の稼動率が低下しており、発電設備整備料売上が減少していることによります。今後の事業展開とい

たしましては、大幅な改善は見込めないものの、発電装置整備において、非定期整備顧客の定期整備化に注力するこ

とにより、安定的な収益獲得を目指してまいります。

　　

  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。

 

（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。
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　　（６）重要な後発事象

　　　　　　当社は、大和ハウス工業株式会社（以下「大和ハウス」といいます。）と事業シナジー効果を追及し得る

資本関係を構築することが最善の選択であるという結論に至り、平成20年11月28日付けで同社の完全子会社

となることにいたしました。

　　　　　　よって当社は、平成20年10月24日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、下記内

容の議案を決議いたしました。

　　　　　　この結果、当社普通株式にかかる株券は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の上場廃止基準に該当する

ため、平成20年11月21日をもって上場廃止となります。

 

　　　　  Ⅰ．承認可決された議案の内容

　　　　　　　　ⅰ 当社定款を一部変更し、種類株式を発行する旨の定めを新設すること。

　　　　　　　　ⅱ 上記ⅰによる変更後の定款を一部変更し、普通株式に、当社が株主総会の特別決議によってその全部

を取得する全部取得条項を付す旨の定めを新設すること。

　　　　　　　　ⅲ 上記ⅰ及びⅱによる変更後の定款の定めに基づき、株主総会の特別決議によって、全部取得条項付株

式のすべてを取得し、全部取得条項付株式１株と引き換えに、各株主様に対して、取得対価として新

たな普通株式を交付すること。

 

　　　　　Ⅱ．本定款一部変更などにかかる日程

日程 内容

10月25日（土） 　整理銘柄への指定

10月25日（土） 　定款変更に関する通知公告及び株券提出公告

10月27日（月） 　株券提出手続の開始日

11月12日（水）
　全部取得条項付株式全部の取得及び新たな普通株式交付に関する基準日

　設定に関する通知公告

11月20日（木） 当社普通株式に係る株券の売買最終日

11月21日（金） 当社普通株式に係る株券の上場廃止日

11月27日（木） 全部取得条項付株式全部の取得及び新たな普通株式交付の基準日

11月28日（金） 　株券提出の期限　

11月28日（金） 全部取得条項に係る定款一部変更（上記ⅱ）の効力発生日

11月28日（金）
全部取得条項付株式全部の取得及び新たな普通株式交付(上記ⅲ）の効力

発生日

　　　　

　　　　　　Ⅲ．自己株式の取得に伴う資金負担について

　　　　　　　　当社は平成20年11月28日において、別途定める基準日（平成20年11月27日の予定）の最終の当社株主

名簿（実質株主名簿を含みます。）に記載または記録された株主様の有する全部取得条項付株式を取得

し、これと引き換えに全部取得条項付株式１株に対して0.0000003046株の割合にて新たな普通株式を交

付するものであります。この場合、大和ハウス以外の各株主様に対して割り当てられる新たな普通株式

は、１株未満の端数となる予定であり、会社法234条の定めに従い１株未満の端数処理がなされ、最終的

には現金が交付されることになります。また、大和ハウスに対して割り当てられた新たな普通株式のう

ち、１株未満の端数につきましても同様に現金を交付することになります。現金を交付する際の基準と

なる価格につきましては、本総会日現在において株主様が保有する普通株式１株につき609円（大和ハウ

スが公開買付けを行った際における買付価格）を予定しております。

　　　　　　　　この場合、当社の自己株式取得金額は、約31億94百万円となります。ただし、実際に交付される金額が

上記金額と異なる場合、当社の自己株式取得金額自体も変更になります。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  3,838,663 100.0

Ⅱ　売上原価  3,037,602 79.1

売上総利益  801,061 20.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  901,939 23.5

営業損失  100,878 △2.6

Ⅳ　営業外収益  640,738 16.7

Ⅴ　営業外費用  541,482 14.1

経常損失  1,622 △0.0

Ⅵ　特別利益  137,143 3.6

Ⅶ　特別損失  28,072 0.8

税引前中間純利益  107,449 2.8

法人税、住民税及び事業税 13,330   

過年度法人税等戻入額　 △10,566   

法人税等調整額 △2,498 266 0.0

中間純利益  107,183 2.8

　（注）

　１．営業外収益の主要項目

　　　商品スワップ決済益　 　303,270千円

　　　商品スワップ評価益　 　207,586千円

　２．営業外費用の主要項目

　　　商品スワップ評価損　 　448,471千円

　　　商品スワップ決済損　　　52,908千円

　３．特別利益の主要項目

　　　役員保険解約益 　　　　 53,047千円

　　　発電装置等売却益　　　　34,380千円

　４．特別損失の主要項目

　　　固定資産除却損　　　　　27,889千円
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税引前中間純利益 107,449

減価償却費 115,586

固定資産除却・廃棄損 30,937

たな卸資産除却・廃棄損 4,830

投資有価証券評価損　 83

貸倒引当金の増減額　 △40,420

賞与引当金の増減額 △16,311

受取利息配当金 △32,487

固定資産売却損益 99

投資有価証券売却益 △10,000

売上債権の増減額 535,695

たな卸資産の増減額 18,448

前渡金の増減額 △16,549

未収入金の増減額 4,134

未収消費税等の増減額　 7,017,135

仕入債務の増減額 △37,366

未払金の増減額 △322,583

未払消費税等の増減額 24,022

商品デリバティブの増減額 238,095

預り金の増減額 △32,443

敷金・保証金の増減額 38,700

その他 △125,121

小計 7,501,936

利息及び配当金の受取額 30,646

事業撤退損失に係る支払額 △3,997,243

法人税等の支払額 △218,443

営業活動によるキャッシュ・
フロー

3,316,896
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前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

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 △1,906,117

定期預金の払戻による収入 1,875,894

親会社預け金の預入による
支出

△10,000,000

有形固定資産の取得による
支出　

△84,619

有形固定資産の売却による
収入

7,673

投資有価証券の取得による
支出

△1,203

投資有価証券の売却による
収入

110,000

貸付金の回収による収入 754

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△9,997,618

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

固定資産に係る割賦債務等
の返済による支出　

△919

自己株式に取得による支出 △385

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△1,305

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 △6,682,027

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

14,085,920

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

7,403,893

６．その他の情報

　該当事項はありません。
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