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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 3,522 34.7 △692 ― △1,650 ― △1,460 ―

21年3月期第3四半期 2,615 △70.9 △443 ― △994 ― △734 ―

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3四半期 △11,248.38 ―

21年3月期第3四半期 △6,081.54 ―

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3四半期 73,755 20,462 27.3 134,362.54
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3四半期  20,158百万円 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 10,784.83



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を行っておりません。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3四半期 150,027株 21年3月期  126,832株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 129,812株 21年3月期第3四半期 120,820株



  当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、 国内外の経済対策等を背景に一昨年来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、雇用情勢の悪化などにより

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）。

「CO2等温暖化ガスの排出量削減」など温暖化対策を推進する具体策として民主党のマニフェストにも掲げられた、

固定価格買取制度の在り方について検討を行うことを目的に、平成21年11月に経済産業省資源エネルギー庁において

「再生可能エネルギーの全量買取に関するプロジェクトチーム」が立ち上がり、風力発電を含めた再生可能エネルギ

ーの買取制度について会合、ヒアリングが進められ、再生可能エネルギーの導入促進・拡大策が検討されておりま

す。  

 当社グループでは、蓄電池併設型大規模風力発電所である六ヶ所村二又風力発電所の系統への影響評価について東

北電力㈱の技術検証が終了し、周波数変動に影響を与えない電源として、運用可能であることが確認されました。東

北電力㈱では、出力一定制御型風力発電について、系統連系随時受付を開始するなど当社グループとしてのビジネス

チャンスは、拡大するものと予想しております。  

 日本国内外における当社グループの風力発電所（平成21年12月末の設備容量は272,450ｋＷ）がほぼ順調に稼動し

た結果、当第３四半期連結累計期間における風力発電による売電収入は3,388百万円(前年同期比67.1％の増加)とな

りました。 

 風力発電開発事業につきましては、蓄電池の代理店手数料収入ならびに風力発電設備メンテナンス事業において外

部委託による収入があり、同セグメントの売上高は134百万円（前年同期比77.1％減）となりました。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,522百万円（前年同期比34.7％増）、営業損失692百万

円（前年同期は営業損失443百万円）、経常損失1,650百万円（前年同期は経常損失994百万円）、四半期純損失1,460

百万円（前年同期は四半期純損失734百万円）となりました。 

   

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、73,755百万円となり、前連結会計年度末比82百万円の減少となりまし

た。新株式発行等により純資産は20,462百万円（前連結会計年度末比3,960百万円の増加）となり、自己資本比率は

27.3％となっております。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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3,250百万円増加し7,094百万円となりました。 

（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1,645百万円（前年同期は709百万円）となりました。主な増加要因は減価償却費

1,938百万円であり、主な減少要因としましては、税金等調整前四半期純損失1,716百万円および法人税等の支払額

2,064百万円であります。 

 （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5,749百万円（前年同期は2,169百万円）となりました。主な減少要因は、有形固定

資産の取得による支出5,831百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は10,645百万円（前年同期は5,242百万円）となりました。主な増加要因は、短期借

入金の純増額2,444百万円、長期借入れによる収入2,850百万円、社債の発行による収入2,949百万円および株式発行

による収入5,429百万円であります。 

  

 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を修正しておりませ

ん。 

 当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、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収入

は、日本卸電力取引所の取引価格低迷の影響を受けましたが、風況は好調であり、従来型風力発電所の売電収入は、

順調に推移しています。加えまして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、当初発表の修正は行っておりません。 

  

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



  

 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。  

  

  

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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 8,666,441 5,273,425 

売掛金 4,339,161 4,383,788 

商品及び製品 27,783 25,690 

仕掛品 431,935 369,892 

原材料及び貯蔵品 626,074 609,206 

前渡金 60,783 41,978 

繰延税金資産 443,277 257,798 

その他 3,207,856 717,123 

流動資産合計 17,803,313 11,678,903 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,152,951 1,564,556 

機械装置及び運搬具（純額） 35,945,857 22,563,594 

建設仮勘定 4,961,909 34,847,153 

その他（純額） 395,276 353,011 

有形固定資産合計 52,455,994 59,328,315 

無形固定資産 158,858 41,151 

投資その他の資産 3,337,595 2,789,752 

固定資産合計 55,952,448 62,159,219 

資産合計 73,755,762 73,838,123 

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,488 － 

短期借入金 18,020,045 15,575,845 

1年内返済予定の長期借入金 10,759,501 12,196,917 

1年内償還予定の社債 1,060,000 880,000 

未払金 220,928 303,656 

未払法人税等 79,115 1,319,253 

仮受金 － 8,504,854 

その他 296,103 220,199 

流動負債合計 30,455,182 39,000,726 

固定負債   

社債 7,940,000 5,520,000 

長期借入金 14,550,741 12,636,299 

その他 347,634 179,613 

固定負債合計 22,838,375 18,335,913 

負債合計 53,293,558 57,336,640 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 9,860,192 7,121,548 

資本剰余金 9,736,061 6,997,416 

利益剰余金 407,380 2,121,219 

株主資本合計 20,003,633 16,240,184 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 298,053 119,601 

繰延ヘッジ損益 △166,761 △132,104 

為替換算調整勘定 23,082 22,001 

評価・換算差額等合計 154,374 9,498 

新株予約権 189,984 142,312 

少数株主持分 114,211 109,487 

純資産合計 20,462,204 16,501,483 

負債純資産合計 73,755,762 73,838,123 



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,615,700 3,522,944 

売上原価 2,111,247 3,039,843 

売上総利益 504,453 483,100 

販売費及び一般管理費 947,459 1,175,962 

営業損失（△） △443,005 △692,861 

営業外収益   

受取利息 13,065 7,286 

受取配当金 － 15,940 

助成金収入 12,662 4,193 

受取保険金 11,285 8,971 

その他 16,575 19,378 

営業外収益合計 53,588 55,769 

営業外費用   

支払利息 461,430 795,987 

その他 143,224 217,211 

営業外費用合計 604,654 1,013,199 

経常損失（△） △994,071 △1,650,292 

特別損失   

固定資産除却損 14,900 13,367 

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 14,900 66,397 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,008,971 △1,716,690 

法人税、住民税及び事業税 238,963 8,651 

法人税等調整額 △500,901 △260,398 

法人税等合計 △261,937 △251,746 

少数株主損失（△） △12,262 △4,767 

四半期純損失（△） △734,772 △1,460,175 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △1,008,971 △1,716,690 

減価償却費 1,190,240 1,938,957 

のれん償却額 － 18,032 

受取利息及び受取配当金 △13,065 △23,226 

支払利息 461,430 795,987 

為替差損益（△は益） △2,585 142 

株式交付費 13,165 43,145 

社債発行費 34,358 50,213 

固定資産除却損 14,900 9,635 

株式報酬費用 61,630 51,880 

売上債権の増減額（△は増加） 55,190 44,860 

たな卸資産の増減額（△は増加） △587,005 △81,004 

前渡金の増減額（△は増加） △342,925 △32,571 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 663,017 52,066 

仕入債務の増減額（△は減少） △652 19,488 

未払金の増減額（△は減少） 115,693 △55,814 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △133,679 △8,802 

小計 520,741 1,106,300 

利息及び配当金の受取額 14,535 23,754 

利息の支払額 △270,576 △711,687 

法人税等の支払額 △973,775 △2,064,148 

営業活動によるキャッシュ・フロー △709,074 △1,645,781 

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 △1,696,781 △142,053 

有形固定資産の取得による支出 △5,400,182 △5,831,089 

無形固定資産の取得による支出 △5,226 △17,044 

投資有価証券の取得による支出 △694,045 － 

事業譲受による支出 － △80,000 

貸付けによる支出 － △3,555 

貸付金の回収による収入 7,250 － 

国庫補助金による収入 5,768,112 592,633 

その他 △148,354 △268,667 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,169,227 △5,749,776 

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） △2,491,130 2,444,200 

長期借入れによる収入 4,403,751 2,850,303 

長期借入金の返済による支出 △2,680,115 △2,381,302 

社債の発行による収入 1,465,641 2,949,786 

社債の償還による支出 － △400,000 

株式の発行による収入 4,743,980 5,429,935 

少数株主からの払込みによる収入 － 3,000 

配当金の支払額 △199,686 △250,722 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,242,441 10,645,198 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,187 1,322 



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,337,951 3,250,962 

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 4,749,293 7,094,861 



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

（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 
 588,372  2,027,328  2,615,700  －  2,615,700

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 979,341  530,080  1,509,422  △1,509,422  －

計  1,567,713  2,557,409  4,125,123  △1,509,422  2,615,700

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △106,426  215,397  108,970  △551,976  △443,005



当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

  

  当社は、平成21年11月25日を払込期日とする一般募集による増資、及び平成21年12月17日を払込期日とする

     第三者割当増資の結果、第３四半期連結会計期間において資本金が2,724,418千円、資本準備金が2,724,418 

     千円増加し、第３四半期連結会計期間末において資本金が9,860,192千円、資本剰余金が9,736,061千円とな 

     っております。 

  

  
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 
 134,821  3,388,122  3,522,944  －  3,522,944

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 648,309  4,853  653,162  △653,162  －

計  783,131  3,392,975  4,176,106  △653,162  3,522,944

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △659,554  176,155  △483,398  △209,462  △692,861

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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