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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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2四半期 1,944 13.1 △737 ― △1,342 ― △1,242 ―

21年3月期第2四半期 1,719 ― △328 ― △711 ― △495 ―

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2四半期 △9,788.18 △9,712.28

21年3月期第2四半期 △4,204.05 △4,171.17

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2四半期 67,383 15,187 22.1 117,487.95
21年3月期 73,838 16,501 22.0 128,119.74

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  14,919百万円 21年3月期  16,249百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 2,000.00 2,000.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 10,000 38.9 4,000 34.8 2,500 13.6 1,400 68.5 11,029.18
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

(4) 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 

平成21年5月15日発表の連結業績予想の修正は行なっておりません。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、当社が発表日現在
において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する
事項は、【定性的情報・財務諸表等】の3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
なお、1株当たり当期純利益につきましては、株式数の変更により修正しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 126,986株 21年3月期  126,832株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  0株 21年3月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 126,936株 21年3月期第2四半期 117,854株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、 昨年の秋以降の世界的な金融市場の混乱による世界景気の後退に

一部持ち直しの兆しが見られたものの、企業収益の低下による雇用情勢の悪化や個人消費の減少等により、企業を取り巻

く環境は依然として厳しい状況が続きました。 

 風力発電業界におきましては、平成21年３月末の日本国内における風力発電所の設備容量は単年度で18万ｋＷ増加し約

185万ｋＷとなり順調に普及してきております（出所：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）。9月に開か

れた国連気候変動首脳会合において、鳩山首相が温室効果ガス削減の中期目標について「1990年比で2020年までに25％削

減を目指す」と表明し、日本の温室効果ガス削減目標を国際的に公約されました。 

国内政策の具体策には、「全量買い取り方式の再生可能エネルギーに対する固定価格買取制度を早期に導入するととも

に、効率的な電力網（スマートグリッド）の技術開発・普及を促進する」旨も盛り込まれるなど、当社グループとしての

ビジネスチャンスは従来にまして拡大するものと予想しております。  

 平成21年９月末の日本国内外における当社グループの風力発電所の設備容量は、272,450ｋＷとなり、当該風力発電所

がほぼ順調に稼動した結果、当第２四半期連結累計期間における風力発電による売電収入は1,937百万円(前年同期70.9%

の増加)となりました。 

 風力発電開発事業につきましては、風力発電機の代理店販売実績はありませんでしたが、風力発電設備メンテナンス事

業において外部委託により7百万円(前年同期比98.8%の減少)を計上しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,944百万円(前年同期比13.1%の増加)、営業損失737百万円

(前年同期は328百万円の営業損失)、経常損失1,342百万円(前年同期は711百万円の経常損失)、四半期純損失は1,242百万

円(前年同期は495百万円の四半期純損失)となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、67,383百万円となり、前連結会計年度末比6,454百万円の減少となりまし

た。純資産は15,187百万円となり、自己資本比率は22.1％と前連結会計年度末と同水準を維持しております。  

 （キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結会計期間末における連結ベースでの現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ33百万円減少し3,810百万円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は1,091百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失1,406百万円およ

び法人税等の支払額1,226百万円によるものとなります。 

 （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3,429百万円となりました。主な要因は、江差風力開発㈱、平生風力開発㈱および珠

洲風力開発㈱における風力発電所建設に伴う固定資産の取得が増加したことによります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は4,486百万円となりました。主な要因は、銀行借入金および社債発行によるものとな

ります。 

 業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました平成22年３月期通期連結業績予想は、修正しておりま

せん。 

 当第２四半期累計期間連結業績につきましては、従来型風力発電所の売電事業は順調に推移したものの、蓄電池併

設型風力発電所である二又風力発電所からの売電売上は、日本卸電力取引所での取引価格が低迷している為、当初計

画を下回っております。同取引所の取引価格が、今後も低位推移する可能性がある一方、イオスエンジニアリング＆

サービス㈱による当社グループ以外の風力発電所メンテナンスおよびイオスエナジーマネジメント㈱によるデマンド

コントロール販売等の新規事業の売上が見込まれており、通期連結業績予想におきましては、当初発表の修正は行っ

ておりません。 

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結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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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,332,172 5,273,425

売掛金 3,980,109 4,383,788

商品及び製品 21,816 25,690

仕掛品 417,516 369,892

原材料及び貯蔵品 635,717 609,206

前渡金 44,146 41,978

繰延税金資産 366,694 257,798

その他 2,303,929 717,123

流動資産合計 13,102,104 11,678,903

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 28,623,904 22,563,594

建設仮勘定 19,359,964 34,847,153

その他（純額） 3,023,705 1,917,567

有形固定資産合計 51,007,574 59,328,315

無形固定資産 165,159 41,151

投資その他の資産 3,108,805 2,789,752

固定資産合計 54,281,540 62,159,219

資産合計 67,383,645 73,838,123

負債の部   

流動負債   

買掛金 46,509 －

短期借入金 18,797,145 15,575,845

1年内返済予定の長期借入金 10,958,110 12,196,917

1年内償還予定の社債 1,060,000 880,000

未払金 128,217 303,656

未払法人税等 66,764 1,319,253

仮受金 8 8,504,854

その他 103,851 220,199

流動負債合計 31,160,608 39,000,726

固定負債   

社債 7,990,000 5,520,000

長期借入金 12,768,431 12,636,299

その他 277,441 179,613

固定負債合計 21,035,872 18,335,913

負債合計 52,196,481 57,336,640

日本風力開発株式会社（2766）平成22年３月期　第２四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,135,773 7,121,548

資本剰余金 7,011,642 6,997,416

利益剰余金 625,082 2,121,219

株主資本合計 14,772,498 16,240,184

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 259,151 119,601

繰延ヘッジ損益 △135,073 △132,104

為替換算調整勘定 22,748 22,001

評価・換算差額等合計 146,826 9,498

新株予約権 161,050 142,312

少数株主持分 106,788 109,487

純資産合計 15,187,163 16,501,483

負債純資産合計 67,383,645 73,838,123
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,719,124 1,944,516

売上原価 1,449,989 1,917,167

売上総利益 269,135 27,348

販売費及び一般管理費 597,297 765,056

営業損失（△） △328,162 △737,707

営業外収益   

受取利息 9,535 5,318

受取配当金 － 12,850

受取保険金 11,285 6,795

その他 8,891 9,240

営業外収益合計 29,712 34,204

営業外費用   

支払利息 319,119 503,148

その他 93,481 135,538

営業外費用合計 412,600 638,687

経常損失（△） △711,049 △1,342,190

特別損失   

固定資産除却損 6,874 11,593

プロジェクト整理損失 － 3,938

特別修繕費 － 49,091

特別損失合計 6,874 64,623

税金等調整前四半期純損失（△） △717,924 △1,406,813

法人税、住民税及び事業税 101,250 24,172

法人税等調整額 △309,107 △178,433

法人税等合計 △207,856 △154,261

少数株主損失（△） △14,604 △10,079

四半期純損失（△） △495,463 △1,242,472
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △717,924 △1,406,813

減価償却費 793,324 1,182,200

受取利息及び受取配当金 △9,536 △18,168

のれん償却額 － 10,064

支払利息 319,119 503,148

為替差損益（△は益） △179 53

株式交付費 12,994 428

社債発行費 21,068 50,213

固定資産除却損 6,874 8,335

株式報酬費用 41,300 20,330

売上債権の増減額（△は増加） 279,649 403,884

たな卸資産の増減額（△は増加） △638,884 △70,261

前渡金の増減額（△は増加） △33,788 △8,732

その他の流動資産の増減額（△は増加） 546,834 79,960

仕入債務の増減額（△は減少） 15,004 46,509

未払金の増減額（△は減少） 54,061 △48,746

その他の流動負債の増減額（△は減少） △162,360 △161,869

小計 527,557 590,537

利息及び配当金の受取額 12,338 20,240

利息の支払額 △163,933 △475,628

法人税等の支払額 △535,664 △1,226,775

営業活動によるキャッシュ・フロー △159,701 △1,091,626

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 △1,686,781 △92,039

有形固定資産の取得による支出 △4,625,648 △3,128,245

無形固定資産の取得による支出 △4,191 △13,688

投資有価証券の取得による支出 △8,475 －

事業譲受による支出 － △80,000

貸付けによる支出 － △1,902

貸付金の回収による収入 7,250 －

国庫補助金による収入 2,975,334 2,999

その他 △151,485 △116,891

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,493,998 △3,429,768

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,209,430 3,235,142

長期借入れによる収入 4,403,751 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,517,217 △2,127,620

社債の発行による収入 978,931 2,949,786

社債の償還による支出 － △350,000

株式の発行による収入 4,744,152 26,430

少数株主からの払込みによる収入 － 3,000

配当金の支払額 △199,144 △249,879

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,201,042 4,486,859

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,505 1,243
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △461,161 △33,292

現金及び現金同等物の期首残高 2,411,341 3,843,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,950,179 3,810,606
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

（注）1.事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。      

   2.第１四半期連結累計期間より、新たに売電事業に新エネルギー等電気相当量(RPS)等の販売事業を追加してお  

    りますが、これは新規事業の開始によるものであり事業区分の変更ではありません。 

    3.各区分の主な事業内容 

   (1)風力発電所開発事業・・・・風力発電機販売における代理店事業、風力発電所の開発及び管理業務受託 

   (2)売電事業     ・・・・電力会社等への売電事業、及び新エネルギー等電気相当量(RPS)等の販売事業 

  

   

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
風力発電所 
開発事業 
（千円） 

売電事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円）  

Ⅰ．売上高及び営業損益          

売上高           

(1）外部顧客に対する

売上高 
 585,772  1,133,352  1,719,124  －  1,719,124

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 569,817  220,085  789,902  △789,902  －

計  1,155,589  1,353,438  2,509,027  △789,902  1,719,124

営業利益又は 

営業損失（△） 
 102,529  △78,436  24,092  △352,254  △328,162

  
風力発電所 
開発事業 
（千円） 

売電事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円）  

Ⅰ．売上高及び営業損益          

売上高           

(1）外部顧客に対する

売上高 
 7,126  1,937,389  1,944,516  －  1,944,516

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 436,752  4,853  441,605  △441,605  －

計  443,879  1,942,242  2,386,122  △441,605  1,944,516

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △481,479  △91,009  △572,488  △165,219  △737,707

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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