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

注１） 前事業年度につきましては、四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期財務諸表を作成しておりません。このため前事業年度数値及び対前
年四半期増減率は記載しておりません。 
注２） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失のため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2四半期 529 ― △11 ― △27 ― △26 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 3,559.17 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 1,520 1,033 68.0 139,954.19
21年3月期 1,769 1,048 59.3 143,104.01

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  1,033百万円 21年3月期  1,048百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 
（予想）

― 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 1,590 13.1 50 ― 20 ― 12 ― 1,637.55
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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  有  

注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご確認ください。 

(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2四半期 7,328株 21年3月期 7,328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（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 7,328株 21年3月期第2四半期 7,328株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 
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㈱省電舎(1711) 平成 22 年 3 月期 第 2 四半期決算短信（非連結） 

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２四半期会計期間における我が国経済は、昨年末より続いている景気の後退局面からは若干

持ち直してきているものの、自律性に乏しく失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあ

ります。 

このような状況の中、当社としましては国策としての温暖化ガス削減を推進するエスコ事業者と

して、積極的に事業を推進しており、当初想定しておりました案件のうち、平成 21 年 9 月末完工

予定から平成 21 年 12 月完工予定へとお客様都合で変更となり、これに伴い第 2 四半期における売

上高が当初計画を下回ったものの、当期初より重要課題として取組む経営効率化の効果として、売

上原価及び販売費及び一般管理費の圧縮は計画を上回る実績で推移いたしました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は 529 百万円、営業損失 11 百万円、経常損

失 27 百万円、四半期純損失 26 百万円となりました。 

 (注)当社は、前年同四半期は四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較については

記載しておりません。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1)財政状態の分析 

①資産 

総資産は、前事業年度末に比べ 248 百万円減少し、1,520 百万円となりました。これは主に、回

収による未収入金並びに売掛金の減少等によるものであります。 

②負債 

負債は、前事業年度末に比べ 233 百万円減少し、486 百万円となりました。これは主に、短期借

入金の返済に伴う減少によるものであります。 

③純資産 

純資産は、前事業年度末に比べ 15 百万円減少し、1,033 百万円となりました。これは主に、四半

期純損失を 26 百万円計上したこと等によるものであります。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

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、381 百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は、28 百万円となりました。これは主に売上債権の減少（54 百万円）

等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） 

投資活動の結果増加した資金は、146 百万円となりました。これは主として子会社株式譲渡代金

の回収(290 百万円)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） 

財務活動の結果使用した資金は、200 百万円となりました。これは短期借入金の返済によるもの

であります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期における業績につきましては、計画未達、損失計上の結果となっているものの、その

要因は１案件の期ずれであり、下半期に売上計上が実現することは確定していることから、平成 21

年 3 月期決算短信（平成 21 年 5 月 15 日）において発表致しました業績予想からの変更はありません。 

 

※ 業績予想に関しましては現時点で入手可能な情報に基づき当社にて判断したものであり、リスク

や不確定要素が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の成果や業績等は

記載の予測とは異なる可能性があります。 

 

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 

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業年度末に係

る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法を採用しております。また、棚卸資

産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法を採用しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 381,060 462,797

受取手形及び売掛金 484,310 429,966

原材料 276,984 286,503

未成事業支出金 7,293 23,850

その他 57,273 408,573

貸倒引当金 △5,720 △5,690

流動資産合計 1,201,201 1,606,002

固定資産   

有形固定資産 83,867 42,738

無形固定資産 5,747 2,546

投資その他の資産   

投資有価証券 177,339 66,604

その他 128,365 127,560

貸倒引当金 △76,350 △76,350

投資その他の資産合計 229,354 117,814

固定資産合計 318,968 163,100

資産合計 1,520,170 1,769,102

負債の部   

流動負債   

買掛金 32,017 30,891

短期借入金 300,000 500,000

未払金 74,849 83,432

未払法人税等 1,996 2,497

メンテナンス費用引当金 5,357 7,359

その他 11,330 32,313

流動負債合計 425,551 656,494

固定負債   

長期未払金 52,597 63,749

その他 8,725 191

固定負債合計 61,322 63,940

負債合計 486,873 720,435

㈱省電舎(1711)　第22期３月期　第２四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 616,020 616,020

資本剰余金 423,200 587,500

利益剰余金 △26,081 △164,299

株主資本合計 1,013,138 1,039,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,445 2

評価・換算差額等合計 12,445 2

新株予約権 7,712 9,444

純資産合計 1,033,296 1,048,666

負債純資産合計 1,520,170 1,769,102
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 529,018

売上原価 333,708

売上総利益 195,309

販売費及び一般管理費 207,215

営業損失（△） △11,905

営業外収益  

受取利息 46

受取手数料 1,158

受取保険金 620

受取家賃 542

その他 63

営業外収益合計 2,431

営業外費用  

支払利息 5,523

為替差損 10,941

その他 1,399

営業外費用合計 17,864

経常損失（△） △27,338

特別利益  

新株予約権戻入益 1,731

特別利益合計 1,731

税引前四半期純損失（△） △25,606

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等合計 475

四半期純損失（△） △26,081

㈱省電舎(1711)　第22期３月期　第２四半期決算短信（非連結）
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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  

税引前四半期純損失（△） △25,606

減価償却費 8,019

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） △2,002

受取利息 △46

支払利息 5,523

為替差損益（△は益） △99

新株予約権戻入益 △1,731

売上債権の増減額（△は増加） △54,079

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,076

仕入債務の増減額（△は減少） △5,646

その他の資産の増減額（△は増加） 61,358

長期未払金の増減額（△は減少） △11,151

その他の負債の増減額（△は減少） △12,577

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,516

小計 △22,450

利息の受取額 46

利息の支払額 △5,353

法人税等の支払額 △950

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,707

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △89,757

有形固定資産の取得による支出 △48,550

無形固定資産の取得による支出 △3,798

投融資の回収による収入 290,000

その他の支出 △1,522

その他の収入 500

投資活動によるキャッシュ・フロー 146,870

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） △200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,737

現金及び現金同等物の期首残高 462,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 381,060
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(4)継続企業の前提に関する注記 

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

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 

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

該当事項はありません。 
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