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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 1,995 2.6 △1,784 ― △2,416 ― △5,334 ―

22年3月期第2四半期 1,944 13.1 △737 ― △1,342 ― △1,242 ―

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

23年3月期第2四半期 △35,543.33 ―

22年3月期第2四半期 △9,788.18 ―

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

23年3月期第2四半期 96,200 16,687 14.0 89,705.02
22年3月期 103,267 22,325 18.4 126,785.94

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  13,464百万円 22年3月期  19,029百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 5,700 11.5 △2,100 ― △3,500 ― △6,400 ― △42,639.66



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 － ）、 除外 ―社 （社名 － ）

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） 23年3月期2Q  150,095株 22年3月期  150,095株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 150,095株 22年3月期2Q 126,936株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や経済対策を始めとする政策の効果により、緩

やかな回復傾向にあるものの、アメリカ・欧州を中心とした金融資本市場の変動等景気回復が停滞する懸念を抱えて

いる状況にあり、先行きについては不透明な状況が続いております。 

風力発電業界におきましては、平成22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約30万ｋＷ増

加し約218万ｋＷとなっております（出所：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）。東京都では「温

室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」が施行され、平成26年度までにオフィスビル等に対して８％の温室

効果ガスを削減する義務が平成22年４月より課せられております。また、政府も「平成32年までの１次エネルギーの

総供給量に占める再生可能エネルギーの割合を10％とする」、「再生可能エネルギーに係る全量固定買取制度の創

設」を掲げるなど事業に対する間接的外部環境は整いつつあり、当社グループとしてのビジネスチャンスは従来に増

して拡大するものと予想しております。 

一方で、「地球温暖化対策基本法案」について平成22年３月第174回通常国会にて衆議院での審議通過後、参議院

での審議中に時間切れで廃案（平成22年10月第176回臨時国会に再提出され、審議中）、風力発電の導入促進のため

の補助金制度は縮小・廃止へ、また補助金制度の代替となるべき再生エネルギーに係る全量固定価格買取制度の導入

は未だ議論が続いている状況にあり、風力発電事業に対する直接的事業環境は悪化を続け、国内における新規の風力

発電所建設計画がストップしている状況は続いております。 

国内風力発電事業を取り巻く環境は変革の途中にあり、当社としましては青森県六ヶ所村における蓄電池併設型風

力発電所の設置・運営を通じて習得した、変動する電力需要と供給を蓄電池で瞬時制御する技術（「スマートグリッ

ド技術」という）を商材とした海外展開に注力しておりますが、当第２四半期連結累計期間における売上計上はござ

いませんでした。 

当第２四半期連結累計期間は、江差風力発電所において試運転を開始しております。前年に比較し夏場の風況が悪

かった反面、売電価格の改善によって、売上高は1,995百万円（前年同四半期比2.6％増）と前年同期比でほぼ同水準

となりました。利益面では、前第２四半期連結累計期間においては技術検証中にあった二又風力発電所が正式稼動し

たことに伴う減価償却費等、販売費及び一般管理費の増加があり、営業損失1,784百万円（前年同四半期営業損失737

百万円）、経常損失2,416百万円（前年同四半期経常損失1,342百万円）と赤字幅が拡大しております。また、資産除

去債務会計基準の適用に伴う影響額の計上や、繰延税金資産の取崩しによる法人税等調整額の計上等もあり、当四半

期純損失は5,334百万円（前年同四半期純損失1,242百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間のセグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①売電事業 

前第２四半期連結累計期間は、江差風力発電所において試運転を開始しておりますが、前年に比較し夏場の風況

が悪かった反面、売電価格の改善がなされたため、売上高は1,976百万円、セグメント損失は967百万円となりまし

た。 

②機器販売事業 

当第２四半期連結累計期間においては、代理店収入はございませんでしたが、イオスエナジーマネジメント㈱に

おいてオートデマンドコントローラー等の販売があり、この結果売上高は18百万円、セグメント損失は227百万円と

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、96,200百万円となり、前連結会計年度末比7,066百万円の減少となりま

した。 

（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910百万円減少し2,234百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は1,393百万円（前年同四半期は1,091百万円の使用）となりました。これは、税金等

調整前四半期純損失3,083百万円、仕入債務の減少1,642百万円等の減少要因の一方で、その他の流動資産の減少

1,695百万円、減価償却費1,588百万円、たな卸資産の減少1,500百万円といった増加要因があったことによるもので

す。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により獲得した資金は360百万円（前年同四半期は3,429百万円の使用）となりました。有形固定資産の取

得による支出475百万円等の減少要因の一方、定期預金の払戻による収入330百万円や国庫補助金による収入321百万

円といった増加要因があったことによるものです。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 （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2,658百万円（前年同四半期は4,486百万円の獲得）となりました。これは主に、長

期借入金の返済による支出1,660百万円、短期借入金の純減額1,329百万円があったこと等によるものです。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月12日及び平成22年５月14日に発表いたしました平成23年３月期の連結業績予想につきましては、修

正を行っております。平成22年11月12日に公表の「平成23年３月期業績予想の修正及び配当予想の修正（無配）に

関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はございません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切り下げに関しては、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

り下げを行う方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31日)

および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用し

ております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失および経常損失はそれぞれ99,360千円増加し、税金等調整前

四半期純損失は669,220千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

2,727,239千円であります。 

  

②表示方法の変更 

 少数株主損益調整前四半期純損失  

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部を

改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主

損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,653,645 4,726,760

売掛金 593,590 1,192,912

商品及び製品 8,551,508 10,062,672

仕掛品 9,153 15,729

原材料及び貯蔵品 655,658 638,670

繰延税金資産 10,414 2,360,847

その他 2,825,399 4,639,469

流動資産合計 16,299,372 23,637,062

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,594,071 10,698,968

機械装置及び運搬具（純額） 36,467,310 35,629,116

建設仮勘定 28,910,790 28,775,530

その他（純額） 570,260 511,097

有形固定資産合計 76,542,432 75,614,713

無形固定資産 145,957 145,902

投資その他の資産 3,213,111 3,869,728

固定資産合計 79,901,501 79,630,344

資産合計 96,200,873 103,267,407

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,989,215 10,631,708

短期借入金 13,006,302 14,335,470

1年内返済予定の長期借入金 8,067,261 4,919,824

1年内償還予定の社債 1,110,000 1,260,000

未払金 12,119,972 12,153,654

未払法人税等 1,303,036 1,348,457

仮受金 4,681,236 4,361,963

その他 242,244 210,824

流動負債合計 49,519,268 49,221,902

固定負債   

社債 7,780,000 8,260,000

長期借入金 19,132,008 23,013,878

資産除去債務 2,748,832 －

その他 333,748 446,341

固定負債合計 29,994,588 31,720,219

負債合計 79,513,857 80,942,122
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,866,185 9,866,185

資本剰余金 9,742,053 9,742,053

利益剰余金 △6,063,387 △728,510

株主資本合計 13,544,851 18,879,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 127,483 281,517

繰延ヘッジ損益 △207,636 △144,607

為替換算調整勘定 △424 13,297

評価・換算差額等合計 △80,577 150,207

新株予約権 338,372 239,446

少数株主持分 2,884,369 3,055,902

純資産合計 16,687,016 22,325,285

負債純資産合計 96,200,873 103,267,407
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,944,516 1,995,027

売上原価 1,917,167 2,515,959

売上総利益又は売上総損失（△） 27,348 △520,931

販売費及び一般管理費 765,056 1,263,711

営業損失（△） △737,707 △1,784,642

営業外収益   

受取利息 5,318 4,023

受取配当金 12,850 16,492

受取保険金 6,795 58,531

その他 9,240 18,962

営業外収益合計 34,204 98,008

営業外費用   

支払利息 503,148 601,918

その他 135,538 127,967

営業外費用合計 638,687 729,885

経常損失（△） △1,342,190 △2,416,519

特別利益   

関係会社株式売却益 － 20,184

特別利益合計 － 20,184

特別損失   

固定資産除却損 11,593 2,291

プロジェクト整理損失 3,938 －

投資有価証券売却損 － 7,155

延滞税等 － 44,343

遅延損害金 － 63,258

特別修繕費 49,091 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 569,860

特別損失合計 64,623 686,909

税金等調整前四半期純損失（△） △1,406,813 △3,083,244

法人税、住民税及び事業税 24,172 15,020

法人税等調整額 △178,433 2,425,677

法人税等合計 △154,261 2,440,698

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △5,523,942

少数株主損失（△） △10,079 △189,065

四半期純損失（△） △1,242,472 △5,334,876
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △1,406,813 △3,083,244

減価償却費 1,182,200 1,588,108

受取利息及び受取配当金 △18,168 △20,515

のれん償却額 10,064 11,428

支払利息 503,148 601,918

為替差損益（△は益） 53 863

株式交付費 428 －

社債発行費 50,213 －

固定資産除却損 8,335 2,291

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 569,860

投資有価証券売却損益（△は益） － 7,155

延滞税等 － 44,343

遅延損害金 － 63,258

関係会社株式売却損益（△は益） － △20,184

株式報酬費用 20,330 98,925

売上債権の増減額（△は増加） 403,884 598,319

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,261 1,500,751

前渡金の増減額（△は増加） △8,732 △22,916

その他の流動資産の増減額（△は増加） 79,960 1,695,044

仕入債務の増減額（△は減少） 46,509 △1,642,492

未払金の増減額（△は減少） △48,746 △86,015

その他の流動負債の増減額（△は減少） △161,869 △92,530

その他 － 27,085

小計 590,537 1,841,455

利息及び配当金の受取額 20,240 39,036

利息の支払額 △475,628 △645,855

法人税等の支払額 △1,226,775 △46,685

法人税等の還付額 － 206,035

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,091,626 1,393,985

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 △92,039 △167,317

定期預金の払戻による収入 － 330,000

有形固定資産の取得による支出 △3,128,245 △475,167

無形固定資産の取得による支出 △13,688 △18,207

投資有価証券の売却による収入 － 264,239

関係会社株式の売却による収入 － 44,100

事業譲受による支出 △80,000 －

貸付けによる支出 △1,902 △513

貸付金の回収による収入 － 101,690

国庫補助金による収入 2,999 321,752

その他 △116,891 △39,909

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,429,768 360,667
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） 3,235,142 △1,329,167

長期借入れによる収入 1,000,000 962,200

長期借入金の返済による支出 △2,127,620 △1,660,431

社債の発行による収入 2,949,786 －

社債の償還による支出 △350,000 △630,000

株式の発行による収入 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 △249,879 △933

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,486,859 △2,658,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,243 △6,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,292 △910,432

現金及び現金同等物の期首残高 3,843,898 3,144,931

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,810,606 2,234,499
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該当事項はありません。  

  

  

 （セグメント情報等） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第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。 

  

  

【海外売上高】 

前第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。 

  

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、風力発電所で製造される電力の販売と、風力発電所の建設資材及び電力関連機器の販売という事業活

動を展開しております。したがって、当社グループは販売する製品及び商品を基礎とした「売電事業」と「機器

販売事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「売電事業」は、本邦及び海外において風力発電所で製造された電力を主に電力会社に販売しております。

「機器販売事業」は、風力発電機、蓄電池等のメーカーから委託を受けて代理店として販売を行っております。

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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

営業損失（△）  △481,479  △91,009  △572,488  △165,219  △737,707
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

   当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

                                         （単位：千円） 

  （注）１．セグメント損失の調整額△589,640千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△589,640

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

     ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。  

  

（のれんの金額の重要な変動） 

重要な変動はありません。  

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。  

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年３月

27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平成20年３月

21日)を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  
報告セグメント 調整額 

（注１） 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注２）  売電事業 機器販売事業 計 

 売上高           

 外部顧客への売上高  1,976,617  18,410  1,995,027  －  1,995,027

 セグメント間の内部売上高 

 または振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,976,617  18,410  1,995,027  －  1,995,027

 セグメント損失（△）   △967,080  △227,921  △1,195,002  △589,640  △1,784,642

（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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