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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 239 121.3 △28 ― △32 ― △32 ―
23年3月期第1四半期 108 △46.0 △81 ― △84 ― △84 ―

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

24年3月期第1四半期 △4,492.77 ―
23年3月期第1四半期 △11,463.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 1,076 418 38.1
23年3月期 1,089 450 40.7
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  410百万円 23年3月期  443百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 600 98.6 △30 ― △30 ― △30 ― △4,093.89
通期 1,370 73.1 0 ― 0 ― 0 ― 0.00



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 7,328 株 23年3月期 7,328 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,328 株 23年3月期1Q 7,328 株

※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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半
期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により生産や輸出が減少し、

企業収益や設備投資の動向も鈍化しております。また、個人消費においても自粛という状況の中、

低迷が続く状況となっており、景気は総じて弱い動きで推移しております。 

しかしながら、同震災の影響による電力供給量の低下は、大口需要家から個人まで国内全国規模

で省エネルギー意識を高めることとなりました。 

このような状況の中、当社は省エネルギー事業を引き続き推進して参りました。事業会社の設備

投資意欲は未だ回復したとは言えない状況ではありますが、計画停電や大規模停電を想定した顧客

企業から発電機に関する問合せが増加する中、エネルギー・ソリューション・サービスの一環とし

て海外製の発電機の販売を行いました。また電力需給の逼迫から、事業会社の節電ニーズの増加に

対して、従来より展開しております省エネルギー事業を軸に営業展開を実施しております。 

以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は 239 百万円（前年同期比 121.4％増）、営

業損失 28 百万円（前年同四半期 営業損失 81 百万円）、経常損失 32 百万円（前年同四半期 経

常損失 84 百万円）、四半期純損失 32 百万円（前年同四半期 四半期純損失 84 百万円）となりま

した。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第 1 四半期累計期間末における総資産は前事業年度末に比べ 13 百万円減少し、1,076 百万円

となりました。これは主に売掛金の回収等によるものであります。 

負債は前事業年度末に比べ 19 百万円増加し、658 百万円となりました。これは主に前受金の増

加によるものであります。 

純資産は前事業年度末に比べ 32 百万円減少し、418 百万円となりました。これは主に四半期純

損失 32 百万円を計上したことによるものであります。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第 1 四半期における業績につきましては、損失計上の結果となっているものの概ね計画通りに

推移しており、平成 23 年度決算短信（平成 23 年 5 月 13 日）において発表しました業績予想から

変更はありません。 
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２．サマリー情報(その他)に関する事項 
（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 205,821 277,471

受取手形及び売掛金 305,071 233,009

原材料 232,881 230,486

未成事業支出金 37,458 30,662

その他 94,243 118,200

貸倒引当金 △4,330 △3,360

流動資産合計 871,147 886,470

固定資産   

有形固定資産 58,754 56,409

無形固定資産 4,582 4,117

投資その他の資産   

投資有価証券 66,743 67,228

その他 180,067 154,005

貸倒引当金 △91,353 △91,333

投資その他の資産合計 155,457 129,900

固定資産合計 218,793 190,427

資産合計 1,089,941 1,076,898

負債の部   

流動負債   

買掛金 30,768 33,388

短期借入金 300,000 300,000

未払金 112,150 63,581

未払法人税等 2,041 879

メンテナンス費用引当金 4,154 5,238

その他 46,001 123,069

流動負債合計 495,116 526,157

固定負債   

長期未払金 30,728 26,765

その他 113,153 105,667

固定負債合計 143,882 132,432

負債合計 638,998 658,590
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 616,020 616,020

資本剰余金 423,200 423,200

利益剰余金 △596,074 △628,997

株主資本合計 443,145 410,222

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84 372

評価・換算差額等合計 84 372

新株予約権 7,712 7,712

純資産合計 450,942 418,308

負債純資産合計 1,089,941 1,076,898
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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）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 108,322 239,772

売上原価 83,479 169,508

売上総利益 24,843 70,264

販売費及び一般管理費 106,000 98,588

営業損失（△） △81,156 △28,324

営業外収益   

受取利息 3 1,004

受取配当金 5,346 －

受取手数料 579 579

貸倒引当金戻入額 － 990

その他 407 761

営業外収益合計 6,337 3,335

営業外費用   

支払利息 2,261 1,924

為替差損 6,430 2,663

保険解約損 － 2,844

その他 515 265

営業外費用合計 9,207 7,696

経常損失（△） △84,025 △32,685

特別利益   

貸倒引当金戻入額 260 －

特別利益合計 260 －

税引前四半期純損失（△） △83,765 △32,685

法人税、住民税及び事業税 237 237

法人税等合計 237 237

四半期純損失（△） △84,003 △32,923
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

  
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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