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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

（注） １．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．平成24年３月期第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減
率については記載しておりません。 

(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 ％

25年3月期第1四半期 307 ― △62 ― △65 ― △67 ―
24年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △67百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △9,193.48 ―
24年3月期第1四半期 ― ―

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

25年3月期第1四半期 1,113 376 33.2 50,430.06
24年3月期 980 443 44.6 59,632.44
（参考） 自己資本  25年3月期第1四半期  369百万円 24年3月期  436百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 700 ― △115 ― △125 ― △125 ― △17,057.86
通期 2,200 45.1 70 ― 50 ― 50 ― 6,823.14



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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） 25年3月期1Q 7,328 株 24年3月期 7,328 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 7,328 株 24年3月期1Q 7,328 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に、景

気回復の動きがあるものの、欧州債務危機に端を発した国際的な金融不安、円高及び株価低迷の長

期化等により企業業績の悪化が懸念され、引き続き先行き不透明な状況のまま推移しました。 

一方、本年７月より開始される再生可能エネルギーの固定価格買取制度は日本の再生可能エネル

ギー拡大の起爆剤となることが期待されるものの、現状のエネルギー事情としては大飯原発がフル

稼働しても関西電力供給区域の節電目標は据え置かれる等、未だ電力供給事情が完全に回復してい

るとは言えない状況であります。 

このような状況の中、当社グループは引き続きエネルギー関連事業を推進しております。当社と

しては、当社顧客である事業会社が省エネルギー意識は高まっているものの、企業の業績悪化及び

先行き不透明な経済状況により設備投資が抑制される中、補助金等を利用した省エネ施策を含め、

積極的に営業を推進して参りました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は 307 百万円、営業損失 62 百万円、経常

損失 65百万円、四半期純損失 67百万円となりました。 

 

セグメントの業績については、次のとおりであります。 

（省エネルギー関連事業） 

省エネルギー関連事業におきましては、上述の状況の中、事業を推進しており、売上高 307 百

万円、セグメント損失（営業損失）は 46百万円となりました。 

（再生可能エネルギー事業） 

再生可能エネルギー事業におきましては、当事業を推進する連結子会社を平成 23 年 12 月１日

に設立し、営業活動を開始しましたが当第１四半期連結累計期間において売上高は発生しておら

ず、販売費及び一般管理費のみ発生しております。結果、セグメント損失（営業損失）は 19 百

万円となりました。 

 

なお、前第３四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連

結累計期間との比較分析は行っておりません。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より 132百万円増加し、1,113百万円と

なりました。これは主に受取手形及び売掛金 の増加 72 百万円、未成事業支出金の増加 81 百万円等

によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末より 200百万円増加し、737百万円となり

ました。これは主に未払金の増加 251百万円、買掛金の減少 23百万円等によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末より 67 百万円減少し、376 百万円とな

りました。これは四半期純損失 67百万円を計上したことによるものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間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24 年３月期 決算短信」（平成24年５月15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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

 

（２）四半期連結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。 

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成 24 年４

月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
 

該当事項はありません。 
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 203,356 219,361

受取手形及び売掛金 288,033 360,778

原材料 240,716 235,401

未成事業支出金 1,270 83,180

その他 79,313 52,947

貸倒引当金 △2,840 △3,310

流動資産合計 809,850 948,361

固定資産   

有形固定資産 49,374 47,464

無形固定資産 2,723 2,441

投資その他の資産   

投資有価証券 62,802 62,700

その他 148,778 147,091

貸倒引当金 △92,994 △94,844

投資その他の資産合計 118,586 114,947

固定資産合計 170,684 164,854

資産合計 980,534 1,113,215

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,850 12,717

短期借入金 292,500 285,000

未払金 56,724 308,031

未払法人税等 2,963 827

メンテナンス費用引当金 11,275 12,003

その他 48,634 40,211

流動負債合計 447,949 658,791

固定負債   

長期未払金 17,513 13,646

その他 71,632 64,772

固定負債合計 89,145 78,419

負債合計 537,094 737,210
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 △602,496 △669,866

株主資本合計 436,723 369,353

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 263 197

その他の包括利益累計額合計 263 197

新株予約権 6,453 6,453

純資産合計 443,439 376,004

負債純資産合計 980,534 1,113,215
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 307,418

売上原価 268,446

売上総利益 38,971

販売費及び一般管理費 101,904

営業損失（△） △62,932

営業外収益  

受取利息 299

受取手数料 617

受取リース料 831

その他 523

営業外収益合計 2,272

営業外費用  

支払利息 1,630

為替差損 2,248

その他 647

営業外費用合計 4,527

経常損失（△） △65,187

特別損失  

ゴルフ会員権評価損 1,900

特別損失合計 1,900

税金等調整前四半期純損失（△） △67,087

法人税、住民税及び事業税 282

法人税等合計 282

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,369

四半期純損失（△） △67,369
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,369

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △65

その他の包括利益合計 △65

四半期包括利益 △67,435

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △67,435

少数株主に係る四半期包括利益 －
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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。 
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（４）セグメント情報等 

Ⅰ  当第１四半期連結累計期間(自  平成 24 年４月１日  至  平成 24年６月 30日) 

１．報告セグメントの概要 

(1)報告セグメントの決定方法 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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及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す。 

当社グループは事業別のセグメントから構成されており、省エネルギー関連事業及びその付帯事

業を推進する「省エネルギー関連事業」、及び再生可能エネルギー設備導入における企画、設計、

販売、施工及びコンサルティング事業を推進する「再生可能エネルギー事業」の二つを報告セグ

メントとしております。 

(2)各セグメントに属する製品及びサービスの内容 

「省エネルギー関連事業」は、顧客企業の省エネルギー化計画の調査からプランの作成、設計・

施工、効果の検証までを一貫して行うエスコ事業を中心とし、各種省エネルギー化製商品の販売

等も行っております。 

「再生可能エネルギー事業」は、バイオガスプラント等再生可能エネルギー設備導入における企

画、設計、販売、施工及びコンサルティング事業を推進しております。 

 

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 

（単位：千円） 

 

 

報告セグメント 

調整額 

（注） 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注） 

省エネルギ

ー 

関連事業 

再生可能 

エネルギー 

事業 

計 

売上高      

外部顧客への売上高 307,418 ― 307,418  307,418 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― 5,000 5,000 △5,000 ― 

計 307,418 5,000 312,418 △5,000 307,418 

セグメント損失（△） △46,947 △19,639 △66,587 3,654 △62,932 

(注)１．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

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。 

 

 

  
（５）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。 

 

 

  
（６）重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

㈱省電舎(1711)　平成25年3月期　第1四半期決算短信（連結）

10




