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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注） 当社は、第１四半期の業績開示を当事業年度より行っているため、21年３月期第１四半期の実績及び増減率については記載しておりません。 

(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 ％

22年3月期第1四半期 747 ― 87 ― 87 ― 48 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 28.30 26.89
21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 1,196 889 74.3 522.38
21年3月期 1,284 840 65.4 495.61

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  889百万円 21年3月期  840百万円

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

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

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

1,578 14.6 182 △18.9 183 △16.1 100 △15.9 59.34

通期 3,552 23.3 457 7.3 459 20.1 247 19.0 145.56
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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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 1,702,800株 21年3月期  1,695,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 1,700,414株 21年3月期第1四半期  ―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。 
(2)第１四半期につきましては、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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 当第１四半期における我が国経済は、昨年来の世界的な景気後退を背景に、厳しい経済状況が続いています。輸

出や生産など一部の経済指標においては持ち直しの動きが見られ、改善の傾向が見え始めているものの、企業収

益・設備投資・雇用情勢などは依然として悪化を続けており、先行きの見えない状態にあります。 

 当社のエネルギーコストソリューション事業・リレーションシップ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、中小企業製造業の業況判断が５四半期連続の悪化・中小企業非製造業の業況判断が８四半期

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、個人消費は低水準ながらも一部に下げ止まりの兆しも見られます。また、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引き続き広がりを見せています。 

  当社の主力事業である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、受注は順調に推移いたしました。また、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を背景に、受注は順調に推移い

たしました。 

  リレーションシップ事業においても、受注は順調に推移いたしました。 

  以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は 千円(前年同期比25.8％増)、営業利益は 千円

(前年同期比168.3％増)、経常利益は 千円(前年同期比170.2％増)、四半期純利益は 千円(前年同期比

178.2％増)となりました。 

  なお、前年同期比につきましては、参考情報として記載しております。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

（総資産） 

 当第１四半期会計期間末の総資産は 千円となり、前事業年度末に比べて87,807千円減少いたしまし

た。これは主に、現金及び預金が36,184千円、商品が31,641千円増加し、売掛金が150,487千円減少したことに

よるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末の負債総額は 千円となり、前事業年度末に比べて137,021千円減少いたしまし

た。これは主に、税金等の支払いにより未払法人税等が96,377千円、未払消費税等が18,890千円減少したことに

よるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産は 千円となり、前事業年度末に比べ49,213千円増加いたしました。

これは主に、四半期純利益を 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 

 当第１四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、前事業年度末に比べ

千円増加し、 千円となりました。  

 当第１四半期累計期間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） 

 当第１四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は 千円となりました。これは主に、売上債

権の減少 千円による資金の増加、法人税等の支払 千円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） 

 当第１四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は 千円となりました。これは主に、事務所

駐車場の敷金及び保証金の差入による支出 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） 

 当第１四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は 千円となりました。これは、新株予約権

の権利行使によるものであります。  

  

 平成21年４月30日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

747,748 87,159

87,756 48,118

２．財政状態に関する定性的情報

1,196,869

307,355

889,514

48,118

36,184

780,306

38,860

150,487 132,494

3,770

3,202

1,095

３．業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。 

  

 第１四半期につきましては、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．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

（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
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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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 780,306 744,121

売掛金 207,267 357,755

商品 52,008 20,367

前払費用 28,264 30,965

繰延税金資産 20,443 25,586

その他 3,450 1,041

流動資産合計 1,091,741 1,179,838

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 27,388 28,020

工具、器具及び備品（純額） 14,392 14,166

有形固定資産合計 41,780 42,187

無形固定資産   

ソフトウエア 8,592 9,385

無形固定資産合計 8,592 9,385

投資その他の資産   

敷金及び保証金 54,209 52,359

その他 449 710

投資その他の資産合計 54,659 53,070

固定資産合計 105,032 104,642

繰延資産 96 196

資産合計 1,196,869 1,284,677

負債の部   

流動負債   

買掛金 87,517 87,501

未払金 154,089 178,809

未払費用 2,661 3,173

未払法人税等 36,095 132,472

未払消費税等 17,885 36,776

預り金 8,697 4,552

流動負債合計 306,946 443,285

固定負債   

長期未払金 80 322

その他 328 769

固定負債合計 409 1,091

負債合計 307,355 444,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 377,635 376,540

資本剰余金 126,293 126,293

利益剰余金 385,586 337,467

株主資本合計 889,514 840,300

純資産合計 889,514 840,300

負債純資産合計 1,196,869 1,284,677
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（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 747,748

売上原価 189,695

売上総利益 558,053

販売費及び一般管理費 470,893

営業利益 87,159

営業外収益  

受取利息 112

受取手数料 346

解約手数料 152

その他 86

営業外収益合計 697

営業外費用  

創立費償却 32

株式交付費償却 67

営業外費用合計 99

経常利益 87,756

税引前四半期純利益 87,756

法人税、住民税及び事業税 34,315

法人税等調整額 5,322

法人税等合計 39,637

四半期純利益 48,118
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 87,756

減価償却費 2,437

長期前払費用償却額 73

受取利息 △112

創立費償却 32

株式交付費償却 67

売上債権の増減額（△は増加） 150,487

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,641

その他の流動資産の増減額（△は増加） 292

仕入債務の増減額（△は減少） 15

未払金の増減額（△は減少） △24,090

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,890

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,435

その他 △619

小計 171,242

利息の受取額 112

法人税等の支払額 △132,494

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,860

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 △1,300

無形固定資産の取得による支出 △630

敷金及び保証金の差入による支出 △3,202

敷金及び保証金の回収による収入 1,353

その他 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,770

財務活動によるキャッシュ・フロー  

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,095

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,184

現金及び現金同等物の期首残高 744,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 780,306

㈱ユビキタスエナジー（3150）平成22年３月期 第１四半期決算短信（非連結）

－ 7 －



 第１四半期につきましては、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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    「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

（単位：千円） 

  

  
前第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 594,472 

売上原価 185,101 

売上総利益 409,371 

販売費及び一般管理費 376,886 

営業利益 32,485 

営業外収益   

受取利息 0 

受取手数料 1,557 

解約手数料 322 

その他 78 

営業外収益計 1,958 

営業外費用   

支払利息 52 

支払手数料 608 

上場関連費用 1,200 

その他 99 

営業外費用計 1,961 

経常利益 32,483 

税引前四半期純利益 32,483 

法人税、住民税及び事業税 18,243 

法人税等調整額 △3,057 

法人税等合計 15,185 

四半期純利益 17,297 
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（単位：千円） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第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   

税引前四半期純利益 32,483 

減価償却費 1,427 

長期前払費用償却額 48 

受取利息 △0 

支払利息 52 

創立費償却 32 

株式交付費償却 67 

上場関連費用 1,200 

売上債権の増減額（△は増加） 37,123 

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,770 

その他流動資産の増減額（△は増加） △199 

仕入債務の増減額（△は減少） 20,317 

未払金の増減額（△は減少） 5,177 

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,749 

その他流動負債の増減額（△は増加） 2,278 

その他 △45 

小計 62,443 

利息の受取額 0 

利息の支払額 △52 

法人税等の支払額 △103,803 

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,412 

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 △5,124 

敷金及び保証金の差入による支出 △3,934 

敷金及び保証金の回収による収入 2,310 

貸付金の回収による収入 59 

その他 △13 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,702 

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 100,000 

短期借入金の返済による支出 △100,000 

上場関連費用による支出 △1,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,200 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,314 

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 352,471 
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 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 

     当第１四半期会計期間の商品仕入実績は、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 

 当第１四半期会計期間の販売実績は、以下のとおりであります。 

 (注)１．当第１四半期会計期間の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。 

６．その他の情報

事業別 
当第１四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

エネルギーコストソリューション事業(千円)  158,341

エコロジーソリューション事業(千円)  50,725

リレーションシップ事業(千円)  12,269

合 計(千円)  221,336

事業別 
当第１四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

エネルギーコストソリューション事業(千円)  629,598

エコロジーソリューション事業(千円)  85,780

リレーションシップ事業(千円)  32,369

合 計(千円)  747,748

相手先 

当第１四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

金額(千円) 割合(％) 

株式会社クレディセゾン  478,482  64.0

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社  82,550  11.0
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