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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 2,880 52.4 426 102.9 382 81.6 207 85.9
20年3月期 1,890 100.4 210 227.2 210 206.1 111 213.9

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 ％ ％ ％

21年3月期 146.95 136.97 34.1 38.1 14.8
20年3月期 8,358.69 ― 39.7 39.4 11.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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

21年3月期 1,284 840 65.4 495.61
20年3月期 723 378 52.3 27,050.73

（参考） 自己資本   21年3月期  840百万円 20年3月期  378百万円

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

21年3月期 174 △51 219 744
20年3月期 192 △27 72 401

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間） 配当性向

純資産配当
率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

1,578 14.6 182 △18.9 183 △16.1 100 △15.9 59.51

通期 3,552 23.3 457 7.3 459 20.1 247 19.0 145.98
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、17ページ「重要な会計方針」及び18ページ「会計処理方法の変更」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、28ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 1,695,500株 20年3月期 14,006株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―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。なお、業績予想に関する事項につきましては、４ページ「１．経営成績 （1） 経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
(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。 

－ 2 －



  （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株当たり純資産 270円51銭 

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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(1）経営成績に関する分析 

  当事業年度における我が国経済は、金融危機と実体経済悪化の悪循環による世界的な景気後退、輸出の大幅な減少

や円高の進行による企業収益の悪化、雇用情勢の悪化などによる個人消費の減少等の影響を受け、急速に景気が悪化

する状況となりました。 

 当社のエネルギーコストソリューション事業のコンサルティングの対象となる中小規模事業者については、特に中

小企業製造業の業況判断が４四半期連続の悪化となっているなど、厳しい経営環境が続いています。また、エコロジ

ーソリューション事業の対象となる一般家庭については、個人消費が減少しており当面弱い動きが続くと見込まれる

一方、地球環境に対する関心の高まりにより、環境に配慮した商品についての市場規模は広がりを見せています。 

 このような経済状況の中、当社はエネルギーコストソリューション事業として事業者向けに電力料金削減コンサル

ティング、エコロジーソリューション事業として一般家庭に環境負荷削減に役立つ商品等の提案といった、市場のニ

ーズに向き合った営業活動を推進してまいりました。 

 エネルギーコストソリューション事業においては、中小規模事業者のコスト削減に対する強い需要に支えられ、業

容の拡大に伴い受注は順調に推移いたしました。また、取引数量の増大に伴う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、環境配慮型商品に対する旺盛な需要、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業容の拡大により、受注は順調に推移いたしました。また、取引数量の増大に伴う仕入原価

の低減により、利益率は増加傾向で推移しました。 

 リレーションシップ事業においても、受注は堅調に推移いたしました。 

 以上の結果、当事業年度における売上高は 千円(前期比52.4％増)となりました。 

 利益面につきましては、支店の開設(仙台支店)及び移転(大阪支店)、業容拡大のための本社増床及び人員採用等に

より、販売費及び一般管理費は増加したものの、仕入原価の低減による利益率の上昇により、営業利益は 千

円(前期比102.9％増)となりました。また、平成21年３月のジャスダック証券取引所への上場に伴い、上場関連費用

千円を営業外費用として計上しております。この結果、経常利益は 千円(前期比81.6％増)、当期純利

益は 千円(前期比85.9％増)となりました。 

  

（次期の見通し） 

 次期の見通しにつきましては、我が国経済の状況について、景気回復には時間を要することが見込まれることか

ら、当事業年度に見られたような経済基調は次期についても継続することが予想されます。一方で、省エネルギー及

び地球環境への関心は今後も継続することが予想されます。 

 このような経済環境の中、エネルギーコスト削減効果や環境負荷削減効果を有する商品・サービスに対する潜在的

な需要の強さを背景に、当社は引き続き積極的な事業展開方針により、以下の施策を推進し、成長を目指してまいり

ます。 

・営業要員の増加及び育成により、収益力を高めてまいります。 

・販売地域を拡大し、収益機会を追求してまいります。 

・顧客管理システムと会計システムを統合する社内ＥＲＰを構築し、内部管理体制の更なる強化を図ります。 

 以上を踏まえ、売上高3,552,640千円、営業利益457,566千円、経常利益459,010千円、当期純利益247,506千円を見

込んでおります。  

   

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当事業年度末における流動資産は 千円となり、前事業年度末に比べて524,092千円増加いたしました。こ

れは主に、株式上場に伴う新株式の発行等により現金及び預金が342,336千円、事業規模の拡大により売掛金が

162,202千円増加したことによるものであります。 

  

（固定資産） 

 当事業年度末における固定資産は 千円となり、前事業年度末に比べて37,247千円増加いたしました。これ

は主に、支店開設及び事務所改装等により建物が13,539千円、工具、器具及び備品が6,502千円、敷金及び保証金が

17,918千円増加したことによるものであります。 

  

（流動負債） 

 当事業年度末における流動負債は 千円となり、前事業年度末に比べて100,425千円増加いたしました。これ

は主に、事業規模の拡大により買掛金が30,513千円、未払金が32,233千円増加し、法人税等の増加により未払法人税

等が28,668千円増加したことによるものであります。 

  

１．経営成績

2,880,327

426,608

46,813 382,205

207,956

1,179,838

104,642

443,285
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（固定負債） 

 当事業年度末における固定負債は 千円となり、前事業年度末に比べて913千円減少いたしました。これは主

に、長期未払金が減少したことによるものであります。 

  

（純資産の部） 

 当事業年度末における純資産の部は 千円となり、前事業年度末に比べて461,427千円増加いたしました。こ

れは、株式上場に伴う新株式の発行等に伴い資本金が127,178千円、資本準備金が126,293千円増加したこと及び当期

純利益を207,956千円計上したことによるものであります。 

   

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 千円増加し、

千円となりました。 

 当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は 千円(前期比9.5％減)となりました。 

 これは主に、税引前当期純利益 千円の計上等による資金の増加、売上債権の増加162,202千円等による資金

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） 

 当事業年度末において投資活動の結果使用した資金は51,315千円(前期比85.3％増)となりました。 

 これは主に、仙台支店の開設、大阪支店の移転及び本社の増床等に伴う有形固定資産の取得による支出31,883千円

並びに敷金及び保証金の差入による支出27,044千円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） 

 当事業年度末において財務活動の結果得られた資金は219,579千円(前期比201.9％増)となりました。 

 これは主に、株式上場に伴う株式の発行による収入251,265千円、上場関連費用による支出32,570千円によるもの

であります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注)１．平成20年３月期以前は、非上場のため時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。  

４．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、貸借対照表に計上され

ている有利子負債がないため記載しておりません。    

(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、事業基盤を強化し企業価値を高めるため内部留保を充実させること、会社業績の動向に応じて株主へ成果

を配分していくこと、これらを総合的に勘案したうえで安定的に株主に利益還元することを利益配分に関する基本方

針としております。 

 当期における配当につきましては、一層の経営基盤の強化に向けて内部留保を充実させるため、配当を実施しない

方針であります。次期の配当につきましては、上記のとおり、内部留保と成果配分を総合的に勘案して検討する予定

であります。 

 なお、内部留保金につきましては、顧客管理システムと会計システムを統合する社内ＥＲＰの構築及びマーケティ

ングを支援するためのＣＴＩ(注)システムの設備投資に充当する予定であり、今後の事業の発展及び事業基盤の強化

のために必要と判断しております。  

(注)ＣＴＩ(Computer Telephony Integration)とは、顧客に電話で応対するコールセンター業務に広く利用されて

いる、電話をコンピュータシステムに統合する技術のこと。 

1,091

840,300

342,336

744,121

174,071

381,929

  平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 

自己資本比率(％) 53.7 52.3 65.4 

時価ベースの自己資本比率(％) － － 193.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍） － － － 
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(4）事業等のリスク 

 当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。また、当社

として必ずしもそのようなリスクには該当しない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解

する上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しています。

 当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生時の対応に努めてまいります。な

お、以下の事項における将来に関する事項については、当事業年度末現在において当社で想定される範囲で記載した

ものです。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクの全てを網羅するものではありません。 

  

① 電力業界の動向変化 

a)  電力契約のプラン変更 

 当事業年度末現在、低圧電力契約には負荷設備契約と主開閉器契約とがあります。当社は、顧客が電力基本料金

の引き下げを目的として負荷設備契約から主開閉器契約へ変更する際に、リース会社経由で顧客に対して電子ブレ

ーカーを販売することをエネルギーコストソリューション事業の根幹としております。 

 電力契約の種類は電力供給事業者が定めるものであるため、電力供給事業者が何らかの理由によって電力契約の

種類を変更し、顧客にとって契約内容を変更するメリットが低下した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

b)  電力単価の変動 

 エネルギーコストソリューション事業は、顧客に対して電力基本料金の引き下げを提案する性格のものであるた

め、原油価格の大きな変動等国際情勢の変化や発電・送電に係る技術革新等によって電力単価が大幅に下落した場

合、当社の提案による顧客の電力料金削減効果が希薄化され、当社の提案が採用される割合が減少し、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 信用リスクの変化 

 当社の事業はいずれも業務提携しているリース会社及びクレジット会社(以下リース会社等)より顧客へ商品をリ

ース供与及びクレジット供与することが通常の業務フローとなっており、リース会社等を通さずに直接顧客へ販売

する件数は僅少です。従って、当社が顧客の信用リスクにより直接影響を受ける度合いは小さいですが、当該顧客

の信用状態が悪化しリース及びクレジット債務支払いの延滞事例が増加してきた場合やリース会社等に対する業法

上の規制強化等がなされた場合には、リース会社等の顧客に対する与信承認率の低下を通じて、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

③ 仕入先のリスク 

 当社の事業は、メーカー及びその代理店(以下メーカー等)から商品を仕入れています。当社は、商品の知的所有

権及び仕入先との関係では独占販売権を有していません。 

そのため、仕入先は当社以外の事業者との間でも販売代理店契約や商品売買基本契約を締結する権利を有してお

り、また自ら顧客に対して販売もしています。 

 従って、何らかの事情で商品の供給が停止された場合や、仕入先及び仕入先が販売代理店契約や商品売買基本契

約を締結した同業者との間で競合等が生じることで、当社の販売が困難となり、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

④ 法的規制 

 エコロジーソリューション事業は、一般家庭を対象としてエコキュート及びＩＨクッキングヒーターを販売して

おりますが、以下の法的規制を受けております。 

a)  特定商取引に関する法律 

 当社は、エコロジーソリューション事業にて、個人に対して電話で面談の約束を取った後自宅を訪問して、エコ

キュート及びＩＨクッキングヒーターの購入を勧誘するため、「特定商取引に関する法律」の適用があります。 

 「特定商取引に関する法律」は、訪問販売に対する種々の行為規制(同法第３条乃至第６条等)等を定めておりま

すが、同法に違反する行為を行った場合には、当社は業務の改善指示(同法第７条)、停止命令等の行政処分(同法第

８条)等を受ける可能性があります。 

 当社は、訪問販売活動を行う営業職従業員に対するコンプライアンス研修を実施するなど、従業員が同法に違反

する行為を行なわないよう指導しており、これまで業務改善指示、停止命令等の行政処分を受けたことはありませ

んが、今後何らかの理由で当社が行政処分を受けた場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、

将来これらの法令等の改正又は新たな法令等が制定された場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 なお、当社が行っている訪問販売においては、同法上、クーリング・オフ制度(同法第９条)即ち顧客が商品を受

け取ってから一定期間内に解約(返品)ができる制度が定められており、当社においてもクーリング・オフ期間中の
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解約(返品)を受け付けております。 

 これまでクーリング・オフ期間中に大量の解約(返品)が発生した事実はありませんが、今後大量の解約(返品)が

発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

b)  消費者契約法 

 当社は、エコロジーソリューション事業にて、個人に対してエコキュート及びＩＨクッキングヒーターを販売し

ているため、消費者契約法の適用があります。 

 同法上、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、これによって消費者が告げられた内容を事実だと

誤認した場合など、一定の場合には、消費者は一方的に契約を取り消すことができます(同法４条等)。 

 当社は、従業員に対し同法に違反した行為を行わないよう徹底して指導を行っており、これまで、同法に基づき

解約が発生した事実はありませんが、今後大量の解約が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。 

c)  不当景品類及び不当表示防止法 

 当社の販売活動に対しては不当景品類及び不当表示防止法の適用があります。同法との関連で、エコキュート及

びＩＨクッキングヒーターの販売の過程において、例えば、①電気料金の削減効果を過大に表示することで同法４

条１項１号に定める優良誤認表示に該当する可能性があり、また、②事実に反して当選者のみが安い価格で購入可

能等の勧誘により商品を販売することは、同法４条１項２号の有利誤認表示に該当する可能性があります。 

 当社は、従業員がかような行為を行わないように研修を実施すると同時に営業活動の厳格な管理を行っています

が、万が一かかる事態が発生したと認められた場合は行政処分の対象となる場合があり、当社の業績に影響を与え

る可能性があります。 

  

⑤ 特定商品への依存度が高いことについて 

 当社の事業は、エネルギーコストソリューション事業、エコロジーソリューション事業、リレーションシップ事

業の三つに区分されますが、エネルギーコストソリューション事業が当社の創業以来の主力事業であるのに対し

て、リレーションシップ事業は、第２期の途中(平成19年２月)から開始し、エコロジーソリューション事業は第３

期の途中(平成19年７月)から開始した比較的新しい事業です。そのため、エネルギーコストソリューション事業が

第４期の売上高に占める割合は78.1％と高い水準となっております。 

 当社は、将来的にエコロジーソリューション事業をエネルギーコストソリューション事業と並ぶ当社の主力事業

として拡大させる方針ですが、当該事業が当社の期待通りに業績を達成していく保証はなく、また何らかの事情に

よりエネルギーコストソリューション事業の販売が低迷した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 当社の事業区分別の売上高構成比率は以下のとおりであります。  

  

⑥ 人材確保・定着について 

 当社は、顧客に直接働きかけて商品を販売することを事業の柱としているため、事業を展開していく上で人材が

最も重要な経営資源であります。従って優秀な人材を確保し定着させることが事業拡大には必要となります。 

 当社は、優秀な人材を大量に確保するため、採用関連費(平成21年３月期の求人費96,621千円)の継続的な支出を

はじめとする採用活動の強化や採用した人材を定着させるための公正な人事評価制度、人事ミーティングの開催、

社内の良好なコミュニケーション維持等多面的に方策を実施しております。 

 しかし、何らかの理由で必要な人材数の確保が困難になった場合や優秀な人材が流出し、退職率が上昇した場

合、当社の円滑な事業展開に多大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

事業区分 主要品目 

第１期 

事業年度 
自 平成17年７月４日 
至 平成18年３月31日 

第２期 

事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

第３期 

事業年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

第４期 

事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

エネルギーコストソ

リューション事業 

電子制御ブレー

カー 
100％ 99.5％ 89.7％ 78.1％ 

エコロジーソリュー

ション事業 

ヒートポンプ式

給湯設備 
― ― 3.4％ 17.4％ 

リレーションシップ

事業 
ソフトウェア ― 0.5％ 6.9％ 4.5％ 

  合  計 100％ 100％ 100％ 100％ 
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⑦ 個人情報漏洩リスクについて 

 当社は、個人情報の保護に関する法律第２条第３項に定める「個人情報取扱事業者」に該当し、そのため同法の

適用があります。当社は、同法を遵守するために、社内規程として個人情報取扱規程を定め、厳格に運営しており

ます。具体的には、当社の取締役を統括個人情報管理責任者に指名して個人情報保護の管理を行うとともに、定期

的に個人情報保護の監査を実施させております。また、当社のホームページに当社の個人情報保護への取組とプラ

イバシー・ポリシーを掲載しております。 

 以上のとおり、個人情報の保護体制には万全を期していますが、何らかの原因で当社が保有している個人情報が

漏えいするなどした場合、適切な対応を行うためのコスト負担、当社の社会的信用の低下、当社に対する損害賠償

請求等により、当社の業績に悪影響が生じる可能性があります。 

  

⑧ 新株予約権行使による株式価値の希薄化について 

 当社は、役員及び従業員のインセンティブ向上を目的として、従業員持株会に加えて、役員及び従業員個人に対

するストック・オプション制度を導入しています。当社は、インセンティブ・プランの存在がこれまで当社が優秀

な人材を確保できた重要な要因の一つと考えており、今後もかかるインセンティブ・プランを継続する所存です。

当事業年度末現在、ストック・オプションによる潜在株式数は132,300株であり、発行済株式総数1,695,500株の

7.8％に相当しています。 

 現在付与している新株予約権に加えて、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式価値

が希薄化する可能性があります。 

  

  当社は、企業集団を構成する親会社、子会社及び関係会社はありません。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、お客様第一主義を貫き通し、我々と触れ合うすべてのお客様のニーズに耳を傾け、それを形にし、納得、

満足いただけるようなサービスの提供に尽力すること、また、エコロジーという分野を通して環境に働きかけ、今後

もより一層お客様に満足していただく商品・サービスを提供し、社会から応援され続ける企業を目指していくことを

ミッションとしています。 

 地球環境とエネルギー利用を両立させるという課題が今後ますます注目される中、エネルギーコスト削減効果を有

する商品・サービスや環境負荷削減効果を有する商品・サービスの発掘及び販売を主たる事業領域として、事業の成

長と企業価値の向上に取り組むとともに、企業倫理、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスを充実させ、社

会的な責任を果たしていくよう努めてまいります。  

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、企業価値の向上を図るため、高い成長性と収益性を維持することを経営課題としております。重要な経営

指標として、経常利益率の維持・向上を目指してまいります。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、エネルギー及びエコロジーに関連する事業の分野において、中小規模事業者や一般家庭を対象として、導

入メリットが明確で取扱いが容易な商品を、コンサルティング営業により販売していくことで、今後も事業を展開

し、成長していくことを目指してまいります。 

 エネルギー及びエコロジーの分野においては、電力自由化の流れ・環境負荷の少ない商品の増加・環境問題への意

識の高まり・厳しい経済環境の中でのコスト削減ニーズの高まり・地球温暖化防止に向けた国の施策といった事業環

境のもと、ビジネスチャンスは拡大しております。 

 このような経営環境において、人員の増強、取扱商品・サービスの拡充を行い、組織基盤を増強し、企業ブランド

の確立に努めてまいります。  

   

(4）会社の対処すべき課題 

① 人材の確保と育成 

  当社の現在の事業は、中小規模事業者を対象とする電子ブレーカーやＷｅｂ作成ソフトウェアの販売と一般家庭向

けのエコキュート及びＩＨクッキングヒーターの販売です。当社は直接顧客に働きかけて営業を行う必要があるた

め、当社の業績は優秀な営業人員の確保とその育成速度に依存しています。そのため、社員の意識調査を定期的に実

施することによって、実態に則した階層別研修の実施や強固なマネジメント体制の構築を目指したいと考えておりま

す。 

  

② 商品ラインナップの拡充 

 現在の当社の取り扱い商品は、電子ブレーカー・エコキュート及びＩＨクッキングヒーター・Ｗｅｂ作成ソフトウ

ェアに限定されています。電子ブレーカーの市場は本格的に開拓され始めてからまだ数年であることから今後も開拓

の余地のある市場であり、また環境対策の具体化が急速に進展するなかでエコキュート等の市場規模は引き続き大き

いと思われます。しかし、当社が今後も高い成長を維持していくには、当社の得意とする中小規模事業者や一般家庭

向けの省エネルギーや環境負荷削減効果を有する新規商材の発掘によって、取り扱い商品のラインナップ拡充が必要

不可欠と認識しています。 

 当社は、営業本部内で新規商材の発掘とその事業企画を継続的に行っていますが、当社の事業領域である省エネル

ギーやエコロジーの分野で優れた技術や商品を持つ企業の発掘及び業務提携の推進に今後一層注力する方針です。 

  

③ 仕入先・外注工事先の確保 

 当社の仕入先は、現状電子ブレーカーで２社、エコキュート及びＩＨクッキングヒーターで２社となっておりま

す。仕入先数の増加は当社の仕入コストの削減や顧客への安定的な製品供給の面で重要です。当社としては、現状の

仕入先と良好な関係を維持するとともに、特にエコキュート及びＩＨクッキングヒーターについては当社の販売数量

の増加に伴い仕入先数を増やしていくことが課題と認識しています。 

 また、当社の販売方法では電子ブレーカー並びにエコキュート及びＩＨクッキングヒーターの販売にはいずれも設

置工事の手配が伴うため、効率的な販売活動を行うために、工事業者の確保が必須です。当社は、仕入先のメーカー

や商社の紹介による優良工事業者の確保に加えて、当社独自のルートでも工事業者の発掘を継続的に行ってまいりま

す。 

３．経営方針
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④ 内部統制システムの強化 

 当社は、平成19年３月開催の取締役会において、会社法上要請される「内部統制システムの整備の方針」に関して

の決議を行っており、その後平成20年３月開催の取締役会においても最近の動向を踏まえて文言を一部改訂して再度

決議をしています。また金融商品取引法上要請される内部統制システムの構築に関しても平成19年６月より社内プロ

ジェクトを立ち上げ、これに取り組んでおります。 

 しかし、当社では、新規事業・より効率的な業務フローの検討を恒常的に行っており、それに伴い内部統制システ

ム整備・構築上の課題が継続的に発生します。当社は、監査役監査や内部監査の過程で常に当社内外の状況変化に応

じた内部統制システムの仕組みの変更の必要性につき監査し、その結果を経営幹部へ速やかに伝達、対応策の早期構

築を促していきます。 

  

⑤ 法令遵守体制の強化 

 当社は、中小規模事業者や一般家庭を対象とする販売会社であるため、厳格な法令遵守体制の構築は当然のことと

して、さらに一歩進めた説明責任の徹底と顧客の当社サービスに対する真の理解と満足の獲得が必要と認識していま

す。 

 そのため、営業職従業員に対しては、営業マニュアル、コンプライアンスマニュアルを作成し、社内研修等を通じ

て説明責任等の理解を促しております。また顧客に対しては、販売に際して顧客が当該商品・サービスの内容を正し

く理解して購入の意思決定をしているかを、商品購入におけるリスクの認識に係る確認書の徴収と営業部門のバッ

ク・オフィスである業務部から顧客への電話連絡により確認をしております。 

 今後は、現在は業務部が行っている顧客問合せ・クレーム対応に関する専属担当者の設置、ＣＴＩシステムの導入

による営業職の監視強化や顧客サポートの拡充を行う方針であります。 

  

⑥ 個人情報管理の強化 

 当社は、個人情報保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当し、同法による規制の対象者となっていま

す。従って、コンピュータシステムにおけるセキュリティ強化に加えて、個人情報保護に係る個人情報取扱規程を定

めて厳格に運用しており、また当社Ｗｅｂサイト上にプライバシーポリシーを掲載しています。個人情報保護に係る

社内研修は新入社員向け研修カリキュラムの重要事項の一つとして位置付けられています。  

    

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 特に記載するような事項はございません。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 401,785 744,121

売掛金 195,552 357,755

商品 24,682 20,367

前払費用 16,649 30,965

繰延税金資産 16,624 25,586

その他 451 1,041

流動資産合計 655,745 1,179,838

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 14,480 28,020

工具、器具及び備品（純額） 7,663 14,166

有形固定資産合計 ※1  22,144 ※1  42,187

無形固定資産   

ソフトウエア 10,059 9,385

無形固定資産合計 10,059 9,385

投資その他の資産   

長期前払費用 458 397

敷金及び保証金 34,441 52,359

繰延税金資産 291 313

投資その他の資産合計 35,191 53,070

固定資産合計 67,395 104,642

繰延資産   

創立費 256 128

株式交付費 339 67

繰延資産合計 595 196

資産合計 723,737 1,284,677

負債の部   

流動負債   

買掛金 56,987 87,501

未払金 146,575 178,809

未払費用 3,380 3,173

未払法人税等 103,803 132,472

未払消費税等 29,481 36,776

預り金 2,630 4,552

流動負債合計 342,859 443,285

固定負債   

長期未払金 1,288 322

長期未払費用 716 769

固定負債合計 2,004 1,091

負債合計 344,864 444,377
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 249,362 376,540

資本剰余金   

資本準備金 － 126,293

資本剰余金合計 － 126,293

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 129,510 337,467

利益剰余金合計 129,510 337,467

株主資本合計 378,872 840,300

純資産合計 378,872 840,300

負債純資産合計 723,737 1,284,677
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,890,440 2,880,327

売上原価   

商品期首たな卸高 6,805 24,682

当期商品仕入高 595,678 835,462

合計 602,483 860,144

商品期末たな卸高 24,682 20,367

商品売上原価 577,801 839,776

売上総利益 1,312,639 2,040,550

販売費及び一般管理費 ※1  1,102,400 ※1  1,613,942

営業利益 210,238 426,608

営業外収益   

受取利息 558 977

助成金収入 1,700 －

受取手数料 1,163 2,986

解約手数料 2,530 1,243

その他 52 145

営業外収益合計 6,005 5,353

営業外費用   

支払利息 131 171

創立費償却 128 128

株式交付費 470 1,489

株式交付費償却 297 271

上場関連費用 4,800 46,813

その他 0 882

営業外費用合計 5,827 49,756

経常利益 210,417 382,205

特別損失   

固定資産除却損 － 276

特別損失合計 － 276

税引前当期純利益 210,417 381,929

法人税、住民税及び事業税 111,556 182,955

法人税等調整額 △13,000 △8,983

法人税等合計 98,555 173,972

当期純利益 111,861 207,956
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 167,700 249,362

当期変動額   

新株の発行 81,662 127,178

当期変動額合計 81,662 127,178

当期末残高 249,362 376,540

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － －

当期変動額   

新株の発行 － 126,293

当期変動額合計 － 126,293

当期末残高 － 126,293

資本剰余金合計   

前期末残高 － －

当期変動額   

新株の発行 － 126,293

当期変動額合計 － 126,293

当期末残高 － 126,293

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 17,649 129,510

当期変動額   

当期純利益 111,861 207,956

当期変動額合計 111,861 207,956

当期末残高 129,510 337,467

利益剰余金合計   

前期末残高 17,649 129,510

当期変動額   

当期純利益 111,861 207,956

当期変動額合計 111,861 207,956

当期末残高 129,510 337,467

株主資本合計   

前期末残高 185,349 378,872

当期変動額   

新株の発行 81,662 253,471

当期純利益 111,861 207,956

当期変動額合計 193,523 461,427

当期末残高 378,872 840,300
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 3,662 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,662 －

当期変動額合計 △3,662 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 189,011 378,872

当期変動額   

新株の発行 81,662 253,471

当期純利益 111,861 207,956

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,662 －

当期変動額合計 189,861 461,427

当期末残高 378,872 840,300
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 210,417 381,929

減価償却費 4,815 8,238

長期前払費用償却額 719 248

受取利息 △558 △977

支払利息 131 171

創立費償却 128 128

株式交付費 470 1,489

株式交付費償却 297 271

上場関連費用 4,800 46,813

固定資産除却損 － 276

売上債権の増減額（△は増加） △81,755 △162,202

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,652 4,314

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,540 △15,235

仕入債務の増減額（△は減少） 8,928 30,513

未払金の増減額（△は減少） 83,082 22,270

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,315 7,294

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,117 8,384

その他 963 293

小計 220,445 334,221

利息の受取額 558 977

利息の支払額 △131 △171

法人税等の支払額 △28,549 △160,956

営業活動によるキャッシュ・フロー 192,323 174,071

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 △8,615 △31,883

無形固定資産の取得による支出 △2,824 △1,521

敷金及び保証金の差入による支出 △15,837 △27,044

敷金及び保証金の回収による収入 741 9,125

貸付金の回収による収入 － 195

その他 △1,153 △187

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,690 △51,315

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 200,000 300,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △300,000

株式の発行による収入 60,000 251,265

新株予約権の行使による株式の発行による収入 18,000 885

上場関連費用による支出 △4,800 △32,570

その他 △470 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 72,730 219,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 237,363 342,336

現金及び現金同等物の期首残高 164,422 401,785

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  401,785 ※1  744,121
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

  (自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1)商品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

(1)商品 

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

下げの方法により算定）を採用しており

ます。 

（会計方針の変更） 

 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日公表分）を適用しておりま

す。 

 なお、この変更による損益に与える影響

はありません。 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

  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        ３～15年 

  工具、器具及び備品 ３～15年 

(1)有形固定資産 

  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        ３～15年 

  工具、器具及び備品 ３～15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

固定資産については、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。 

 なお、この変更による損益に与える影響

は軽微であります。 

  (2)無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 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 

３．繰延資産の処理方法 (1)創立費 

  旧商法施行規則の規定に基づく５年均

等償却を採用しております。 

(1)創立費 

同左 

  (2)株式交付費 

  原則一括費用処理をしております。 

  但し、企業規模拡大のための資金調達

に係る株式交付費については、繰延資産

に計上し、効果の及ぶ期間(３年)の均等

償却を採用しております。 

(2)株式交付費 

同左 

４．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。 

―――――― 
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項目 
前事業年度 

  (自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

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 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

―――――― （リース取引に関する会計基準） 

 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、当事業年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額   3,450千円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額   8,748千円 

（損益計算書関係）

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は62.4％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 37.6％で

あります。 

   主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は61.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は38.4％であ

ります。 

   主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

役員報酬、給与賃金及び諸手当 千円640,938

法定福利費 千円69,005

旅費交通費 千円126,762

通信費 千円40,877

地代家賃 千円49,410

求人費 千円75,613

減価償却費 千円4,815

役員報酬、給与賃金及び諸手当 千円950,169

法定福利費 千円111,456

旅費交通費 千円175,830

通信費 千円55,739

地代家賃 千円81,457

求人費 千円96,621

減価償却費 千円8,238
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前事業年度(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) 普通株式の株式数の増加1,950株は、平成19年７月24日開催の臨時株主総会決議による新株発行による増加750株及

び平成19年７月27日付での新株予約権の行使による新株発行による増加1,200株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注) 第２回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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) 普通株式の株式数の増加1,681,494株は、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たことによる増

加1,386,594株、株式上場に伴う平成21年３月12日付で公募増資による新株の発行による増加250,000株及び平成21

年３月24日付で第三者割当による新株の発行による増加39,000株、並びに平成21年３月30日付で新株予約権の行使

による新株発行による増加5,900株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末 

株式数 
(株) 

当事業年度 
増加株式数 

(株) 

当事業年度 
減少株式数 

(株) 

当事業年度末 
株式数 
(株) 

発行済株式        

  普通株式(注)  12,056  1,950  ―  14,006

    合計  12,056  1,950  ―  14,006

自己株式        

  普通株式  ―  ―  ―  ―

    合計  ―  ―  ―  ―

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 
当事業年 
度末残高 
(千円) 

前事業 
年度末 

当事業 
年度増加 

当事業 
年度減少 

当事業 
年度末 

提出会社 
第２回新株予約権 

(注) 
普通株式  1,200  ―  1,200  ―  ―

合計 ―  1,200  ―  1,200  ―  ―

  
前事業年度末 

株式数 
(株) 

当事業年度 
増加株式数 

(株) 

当事業年度 
減少株式数 

(株) 

当事業年度末 
株式数 
(株) 

発行済株式        

  普通株式(注)  14,006  1,681,494  ―  1,695,500

    合計  14,006  1,681,494  ―  1,695,500

自己株式        

  普通株式  ―  ―  ―  ―

    合計  ―  ―  ―  ―
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

(平成20年３月31日現在) (平成21年３月31日現在)

  

現金及び預金勘定 401,785千円

現金及び現金同等物 401,785千円

現金及び預金勘定  744,121千円

現金及び現金同等物 744,121千円

（リース取引関係）

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

内容の重要性が乏しく、また契約１件当たりの金額が少

額のため記載を省略しております。 

同左 

（有価証券関係）

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 同左 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 同左 

（退職給付関係）

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 同左 
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

２．ストック・オプションの内容、規模及び変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

(注)１． 株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年11月７日付をもって１株を４株に株式分割しておりますので、株式分割後の株数を記載してお

ります。 

２． 権利行使の条件は、以下のとおりであります。 

①権利行使時に、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。 

②権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できる。 

③取締役会の承認なしに権利の譲渡、質入れその他の処分はできないものとする。 

④その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される新株予約権割当契約によるものとする。 

（ストック・オプション等関係）

  
第１回 

新株予約権 
第３回 

新株予約権 
第４回 

新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員   38名 
当社取締役   ２名 

当社監査役   １名 
当社従業員   59名 

ストック・オプションの数 

 （注）１ 
普通株式   328株 普通株式   144株 普通株式   352株 

付与日 平成18年７月25日 平成18年７月25日 平成19年３月２日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお

りません。 

権利確定条件は付されてお

りません。 

権利確定条件は付されてお

りません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間 

平成20年７月26日から平成

28年６月26日 

（注）２ 

平成20年７月26日から平成

28年６月26日 

（注）２ 

平成21年３月３日から平成

29年１月５日 

（注）２ 

  
第５回 

新株予約権 
第６回 

新株予約権 
第７回 

新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役   ２名 

当社監査役   １名 
当社従業員   69名 当社取締役   ３名 

ストック・オプションの数 

 （注）１ 
普通株式   250株 普通株式   180株 普通株式   320株 

付与日 平成19年３月２日 平成19年８月10日 平成19年８月10日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお

りません。 

権利確定条件は付されてお

りません。 

権利確定条件は付されてお

りません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間 

平成21年３月３日から平成

29年１月５日 

（注）２ 

平成21年８月10日から平成

29年７月24日 

（注）２ 

平成21年８月10日から平成

29年７月24日 

（注）２ 
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 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。 

   なお、平成18年11月７日付をもって１株を４株に株式分割しておりますので、ストック・オプションの数及び単価

情報については、株式分割後の数値を記載しております。 

①ストック・オプションの数 

  
第１回 

新株予約権 
第３回 

新株予約権 
第４回 

新株予約権 

権利確定前       (株)       

 前事業年度末  288  144  347

 付与  ―  ―  ―

 失効  20  12  20

 権利確定  ―  ―  ―

 未確定残  268  132  327

権利確定後       (株)       

 前事業年度末  ―  ―  ―

 権利確定  ―  ―  ―

 権利行使  ―  ―  ―

 失効  ―  ―  ―

 未行使残  ―  ―  ―

  
第５回 

新株予約権 
第６回 

新株予約権 
第７回 

新株予約権 

権利確定前       (株)       

 前事業年度末  250  ―  ―

 付与  ―  180  320

 失効  ―  26  －

 権利確定  ―  ―  ―

 未確定残  250  154  320

権利確定後       (株)       

 前事業年度末  ―  ―  ―

 権利確定  ―  ―  ―

 権利行使  ―  ―  ―

 失効  ―  ―  ―

 未行使残  ―  ―  ―
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  ②単価情報 

３．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積方法 

当社のストック・オプションは、未上場であり取引所の相場がないため、公正な評価単価の見積方法として、単位当

たりの本源的価値によっております。また単位当たりの本源的価値の評価方法は、簿価純資産価額方式とディスカウ

ント・キャッシュ・フロー方式の併用方式を採用しております。 

簿価純資産価額方式：平成19年３月31日現在の貸借対照表 

ディスカウント・キャッシュ・フロー方式 

７年間の割引現在価値合計 1,090,013千円 

割引率 19.93％ 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 

  
第１回 

新株予約権 
第３回 

新株予約権 
第４回 

新株予約権 

権利行使価格   (円)  15,000  15,000  15,000

行使時平均株価  (円)  ―  ―  ―

付与日における公正な評価

単価       (円) 
 ―  ―  ―

  
第５回 

新株予約権 
第６回 

新株予約権 
第７回 

新株予約権 

権利行使価格   (円)  15,000  80,000  80,000

行使時平均株価  (円)  ―  ―  ―

付与日における公正な評価

単価       (円) 
 ―  ―  ―
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

２．ストック・オプションの内容、規模及び変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

(注)１． 株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年11月７日付をもって１株を４株に株式分割、また、平成20年７月１日付をもって１株を100株

に株式分割しておりますので、株式分割後の株数を記載しております。 

２． 権利行使の条件は、以下のとおりであります。 

①権利行使時に、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。 

②権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できる。 

③取締役会の承認なしに権利の譲渡、質入れその他の処分はできないものとする。 

④その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される新株予約権割当契約によるものとする。 

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。 

   なお、平成18年11月７日付をもって１株を４株に株式分割、また、平成20年７月１日付をもって１株を100株に株

式分割しておりますので、ストック・オプションの数及び単価情報については、株式分割後の数値を記載しておりま

す。 

  
第１回 

新株予約権 
第３回 

新株予約権 
第４回 

新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員   38名 
当社取締役   ２名 

当社監査役   １名 
当社従業員   59名 

ストック・オプションの数 

 （注）１ 
普通株式   32,800株 普通株式   14,400株 普通株式   35,200株 

付与日 平成18年７月25日 平成18年７月25日 平成19年３月２日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお

りません。 

権利確定条件は付されてお

りません。 

権利確定条件は付されてお

りません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間 

平成20年７月26日から平成

28年６月26日 

（注）２ 

平成20年７月26日から平成

28年６月26日 

（注）２ 

平成21年３月３日から平成

29年１月５日 

（注）２ 

  
第５回 

新株予約権 
第６回 

新株予約権 
第７回 

新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役   ２名 

当社監査役   １名 
当社従業員   69名 当社取締役   ３名 

ストック・オプションの数 

 （注）１ 
普通株式   25,000株 普通株式   18,000株 普通株式   32,000株 

付与日 平成19年３月２日 平成19年８月10日 平成19年８月10日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお

りません。 

権利確定条件は付されてお

りません。 

権利確定条件は付されてお

りません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間 

平成21年３月３日から平成

29年１月５日 

（注）２ 

平成21年８月10日から平成

29年７月24日 

（注）２ 

平成21年８月10日から平成

29年７月24日 

（注）２ 
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①ストック・オプションの数 

  ②単価情報 

  
第１回 

新株予約権 
第３回 

新株予約権 
第４回 

新株予約権 

権利確定前       (株)       

 前事業年度末  26,800  13,200  32,700

 付与  ―  ―  ―

 失効  1,200  1,200  2,900

 権利確定  25,600  12,000  29,800

 未確定残  ―  ―  ―

権利確定後       (株)       

 前事業年度末  ―  ―  ―

 権利確定  25,600  12,000  29,800

 権利行使  3,200  ―  2,700

 失効  ―  ―  ―

 未行使残  22,400  12,000  27,100

  
第５回 

新株予約権 
第６回 

新株予約権 
第７回 

新株予約権 

権利確定前       (株)       

 前事業年度末  25,000  15,400  32,000

 付与  ―  ―  ―

 失効  ―  1,600  ―

 権利確定  25,000  ―  ―

 未確定残  ―  13,800  32,000

権利確定後       (株)       

 前事業年度末  ―  ―  ―

 権利確定  25,000  ―  ―

 権利行使  ―  ―  ―

 失効  ―  ―  ―

 未行使残  25,000  ―  ―

  
第１回 

新株予約権 
第３回 

新株予約権 
第４回 

新株予約権 

権利行使価格   (円)  150  150  150

行使時平均株価  (円)  1,453  ―  1,453

付与日における公正な評価

単価       (円) 
 ―  ―  ―

  
第５回 

新株予約権 
第６回 

新株予約権 
第７回 

新株予約権 

権利行使価格   (円)  150  800  800

行使時平均株価  (円)  ―  ―  ―

付与日における公正な評価

単価       (円) 
 ―  ―  ―
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当事業年度において新たに付与されたストック・オプション及び当事業年度の条件変更により公正な評価単価が変更

されたストック・オプションはないため、該当事項はありません。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。  

  

（税効果会計関係）

前事業年度 
 (平成20年３月31日) 

当事業年度 
 (平成21年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

未払事業税 7,898千円

商品 1,612千円

売掛金 2,758千円

未払家賃 1,667千円

未払給与 2,980千円

繰延税金資産合計 16,916千円

繰延税金資産  

未払事業税 10,024千円

商品 2,821千円

売掛金 7,583千円

未払家賃 1,604千円

未払給与 3,049千円

その他 816千円

繰延税金資産合計 25,899千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要項目別内訳 

  

  (％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9

課税留保金額に対する税額 2.7

住民税均等割 0.7

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.8
    

  (％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1

課税留保金額に対する税額 3.4

住民税均等割 0.5

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.6

（企業結合等関係）

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 同左 

（持分法損益等）

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 同左 
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前事業年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

 (1)役員及び個人主要株主等 

 (注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．代表取締役田中政臣は、平成19年７月27日に、新株予約権の行使により1,200株を15,000円にて購入しており

ます。 

３．当社は、商品仕入に対して代表取締役田中政臣及び取締役石垣康治より債務保証を受けております。なお、保

証料の支払は行っておりません。 

当事業年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

  該当事項はありません。 

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 

資本金 
又は 
出資金
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有(被
所有)割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目
期末 
残高 
(千円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 田中政臣 ―  ―

当社代表

取締役 

社長 

(被所有) 

直接 

75.2% 

― ― 

新株予約権

の行使 

（注２） 

 18,000 ―  ―

商品仕入に

対する 

債務被保証

（注３） 

 10,390 ―  ―

役員 石垣康治 ―  ―
当社 

取締役 

(被所有) 

直接 3.7% 
― ― 

商品仕入に

対する 

債務被保証 

（注３） 

 4,618 ―  ―

㈱ユビキタスエナジー（3150）平成21年３月期 決算短信（非連結）

－ 27 －



 (注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 27,050.73円 

１株当たり当期純利益金額 8,358.69円 

１株当たり純資産額 495.61円 

１株当たり当期純利益金額 146.95円 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
136.97円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権はありますが、当社株式は非上場である

ため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

  

 当社は、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。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。 

  １株当たり純資産額 270.51円 

１株当たり当期純利益金額 83.59円 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権はありますが、当社株式は非上場である

ため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

  
前事業年度 

 (自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
 (自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益 (千円)  111,861  207,956

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)  111,861  207,956

期中平均株式数 (株)  13,383  1,415,186

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額 (千円)  ―  ―

普通株式増加数 (株)  ―  103,103

 （うち新株予約権）  ―  (103,103)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権６種類(新株予約権の対

象となる株式数1,451株)。 

―――――― 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 平成20年６月10日開催の取締役会の決議に基づき、次の

ように株式分割による新株式を発行しております。 

 平成20年７月１日をもって普通株式１株につき100株に

分割します。 

 ―――――― 

① 分割により増加する株式数 

            普通株式 1,386,594株 

② 分割方法 

  平成20年６月30日最終株主名簿に記載された株主の所

有株式数を１株につき100株に分割します。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度及び当期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりであります。 

 前事業年度 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権はありますが、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

１株当たり純資産額 円153.74

１株当たり当期純利益金額 円35.22

 当事業年度 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権はありますが、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

１株当たり純資産額 円270.51

１株当たり当期純利益金額 円83.59
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(1）役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

    該当事項はありません。 

  ② 仕入実績 

    当事業年度の商品仕入実績は、以下のとおりであります。 

 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

当事業年度の販売実績は、以下のとおりであります。 

 (注)１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当事業年度のＮＴＴファイナンス株式会社については、割合が10％未満のため記載を省略しております。ま

た、前事業年度のＮＥＣキャピタルソリューション株式会社については、割合が10％未満のため記載を省略し

ております。なお、ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社は、平成20年11月30日に、ＮＥＣリース株式会

社より社名変更しております。 

５．その他

事業別 
当事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

前年同期比 (％) 

エネルギーコストソリューション事業(千円)  521,375  102.1

エコロジーソリューション事業(千円)  266,343  567.7

リレーションシップ事業(千円)  47,743  124.9

合 計(千円)  835,462  140.3

事業別 
当事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

前年同期比 (％) 

エネルギーコストソリューション事業(千円)  2,250,484  132.8

エコロジーソリューション事業(千円)  500,159  767.0

リレーションシップ事業(千円)  129,682  99.6

合 計(千円)  2,880,327  152.4

相手先 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社クレディセゾン  1,209,555  64.0  1,435,040  49.8

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社  ―  ―  605,063  21.0

ＮＴＴファイナンス株式会社  416,992  22.1  ―  ―
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