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（百万円未満切捨て）

１．平成21年３月期第３四半期の業績（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

 （注） 当社は四半期決算の業績開示を当期より行っているため、前四半期の実績及び増減率については記載して

いません。 

(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３四半期 2,095 ― 314 ― 305 ― 167 ―

20年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

 

 
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３四半期 119 62 ―  

20年３月期第３四半期 ― ―  

 

(2）財政状態 

 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３四半期 882 546 61.9 390 12

20年３月期 723 378 52.3 27,050 73

（参考）自己資本  21年３月期第３四半期 546百万円  20年３月期 350百万円 

 

２．配当の状況 

 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 ― ― ― ― ― 

21年３月期 ― ― ― ― 

21年３月期（予想） ― ― ― 0 00 0 00

 （注） 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

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）

 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 2,987 58.0 452 115.0 360 71.5 203 82.3 144 21

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無：無 
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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） 

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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

 

(3）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年３月期第３四半期 1,400,600株   20年３月期 14,006株 

② 期末自己株式数           21年３月期第３四半期    ―株   20年３月期   ―株 

③ 期中平均株式数（四半期累計期間）  21年３月期第３四半期 1,400,600株 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(1）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成しており、不確定な要素を含んでおります。

実際の業績は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

(2）平成20年６月10日開催の取締役会決議により、平成20年７月１日付で１株を100株とする株式分割を行ってお

ります。 

(3）通期の１株当たり予想当期純利益は、新規上場に伴う公募株式数（250,000株）を考慮した予定期中平均株式

数1,414,299株（潜在株式数は考慮しない）により算出しており、第三者割当増資分（ 大39,000株）は考慮

されておりません。 

(4）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。 
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（参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 

 当社は平成20年６月10日開催の取締役会決議に基づき、平成20年７月１日付で株式１株につき100株の株式

分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標を参考ま

でに掲げると以下のとおりであります。 

 平成20年３月期  

１株当たり当期純利益 83円59銭  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―  
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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 

 当第３四半期累計期間における我が国経済は、米国における信用収縮を発端とする世界経済への影響や株式・

為替市場の変動などから、景気は悪化する状況となりました。 

 一方、地球温暖化防止や環境意識の高まりの中、エコロジー関連の商品についての注目は高まっております。 

 このような経済状況の中、当社は事業者向けには電力料金削減等のコンサルティング、一般家庭にはＣＯ2排

出量削減による環境負荷削減に役立つ商品の提案といった市場のニーズに応えた営業活動を行った結果、好調な

業績を達成することができました。 

 エネルギーコストソリューション事業においては、業容及び営業員数の拡大に伴い受注は順調に推移しており、

また、取引数量の増大による仕入原価の低減により、利益率は増加傾向で推移しました。 

 エコロジーソリューション事業においては、エコキュート等オール電化製品に対する旺盛な需要に支えられ、

また、平成19年７月の事業開始以来の販売ノウハウの蓄積及び営業員数の拡大により、受注数は着実に伸長しま

した。 

 リレーションシップ事業においても、受注は堅調に推移しました。 

 以上の結果、売上高2,095,713千円、営業利益314,198千円、経常利益305,600千円、四半期純利益167,534千円

となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1）資産・負債の増減 

 当第３四半期末の総資産は、売上高の増加による売上債権の増加及び仙台支店開設並びに本社増床による固

定資産の取得等により、前期末比158,519千円増の882,256千円となりました。 

 負債総額は、未払法人税等の減少等により、前期末比9,014千円減の335,849千円となりました。 

 純資産は四半期純利益の計上により前期末比167,534千円増の546,406千円となり、自己資本比率は61.9％と

なりました。 

 

(2）キャッシュ・フローの分析 

 当第３四半期累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、全事業年度末に比べ

40,343千円増加し、442,129千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は100,275千円となりました。これは主に税引前四半期純利益の計上による資

金の増加及び法人税等の支払による資金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は48,332千円となりました。これは主に支店開設及び本社増床による固定資産

の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は11,598千円となりました。これは主に上場準備に伴う費用の支出によるもの

であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 世界的な景気後退、環境意識の高まりといった状況の中、事業者向けのコスト削減の提案や一般家庭向けの環

境負荷削減に役立つ商品の提案による営業は順調に推移しており、平成21年３月期通期の売上高は2,987,414千

円、営業利益は452,007千円、経常利益は360,796千円、当期純利益は203,959千円となる見込みであります。 
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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 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 商品については、当第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、個別法による原価法から個別法による原価法（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）に変更しております。この変更に伴う損益に与える

影響はありません。 
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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３四半期会計期間末 
（平成20年12月31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 442,129 401,785 

売掛金 271,511 195,552 

商品 26,322 24,682 

前払費用 23,484 16,649 

繰延税金資産 12,755 16,624 

その他 551 451 

流動資産合計 776,755 655,745 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 28,701 14,480 

工具、器具及び備品（純額） 14,956 7,663 

有形固定資産合計 43,657 22,144 

無形固定資産   

ソフトウエア 8,742 10,059 

無形固定資産合計 8,742 10,059 

投資その他の資産   

敷金保証金 50,636 34,441 

その他 2,169 750 

投資その他の資産合計 52,805 35,191 

固定資産合計 105,205 67,395 

繰延資産 296 595 

資産合計 882,256 723,737 
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 （単位：千円）

 
当第３四半期会計期間末 
（平成20年12月31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） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 68,194 56,987 

未払金 137,690 146,575 

未払費用 3,554 3,380 

未払法人税等 81,598 103,803 

未払消費税等 29,842 29,481 

預り金 13,039 2,630 

流動負債合計 333,920 342,859 

固定負債   

長期未払金 563 1,288 

その他 1,366 716 

固定負債合計 1,929 2,004 

負債合計 335,849 344,864 

純資産の部   

株主資本   

資本金 249,362 249,362 

利益剰余金 297,044 129,510 

株主資本合計 546,406 378,872 

純資産合計 546,406 378,872 

負債純資産合計 882,256 723,737 
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(2）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

 （単位：千円）

 
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

売上高 2,095,713 

売上原価 609,030 

売上総利益 1,486,682 

販売費及び一般管理費 1,172,484 

営業利益 314,198 

営業外収益  

受取利息 632 

受取手数料 2,679 

解約手数料 980 

その他 145 

営業外収益合計 4,437 

営業外費用  

支払利息 171 

支払手数料 882 

上場準備費用 11,682 

その他 299 

営業外費用合計 13,035 

経常利益 305,600 

特別損失  

固定資産除却損 276 

特別損失合計 276 

税引前四半期純利益 305,323 

法人税、住民税及び事業税 134,184 

法人税等調整額 3,604 

法人税等合計 137,789 

四半期純利益 167,534 
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（第３四半期会計期間） 

 （単位：千円）

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

売上高 718,447 

売上原価 204,465 

売上総利益 513,982 

販売費及び一般管理費 424,944 

営業利益 89,038 

営業外収益  

受取利息 92 

受取手数料 420 

解約手数料 362 

その他 142 

営業外収益合計 917 

営業外費用  

支払利息 118 

上場準備費用 2,590 

その他 99 

営業外費用合計 2,809 

経常利益 87,146 

税引前四半期純利益 87,146 

法人税、住民税及び事業税 39,589 

法人税等調整額 △0 

法人税等合計 39,589 

四半期純利益 47,556 
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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３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 305,323 

減価償却費 5,545 

長期前払費用償却額 176 

受取利息 △632 

支払利息 171 

創立費償却 96 

株式交付費償却額 203 

上場準備費用 11,682 

固定資産除却損 276 

売上債権の増減額（△は増加） △75,958 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,640 

その他流動資産の増減額 
（△は増加） 

△8,357 

仕入債務の増減額（△は減少） 11,206 

未払金の増減額（△は減少） △4,898 

未払消費税等の増減額（△は減少） 360 

その他流動負債の増減額 
（△は減少） 

15,958 

その他 1,188 

小計 260,702 

利息の受取額 632 

利息の支払額 △171 

法人税等の支払額 △160,887 

営業活動によるキャッシュ・フロー 100,275 
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 （単位：千円）

 
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △31,408 

無形固定資産の取得による支出 △738 

敷金保証金の差入れによる支出 △24,444 

敷金保証金の返還による収入 8,249 

貸付金の回収による収入 195 

その他 △187 

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,332 

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 300,000 

短期借入金の返済による支出 △300,000 

上場準備費用による支出 △11,598 

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,598 

現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

40,343 

現金及び現金同等物の期首残高 401,785 

現金及び現金同等物の四半期末残高 442,129 
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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 

 該当事項はありません。 

 

(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。 

 




