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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第28期
第２四半期
連結累計期間

第27期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

売上高 (千円) 608,867 1,516,094

経常損失 (千円) 145,969 112,031

四半期（当期）純損失 (千円) 148,435 6,422

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △148,569 △6,243

純資産額 (千円) 294,870 443,439

総資産額 (千円) 808,902 980,534

１株当たり四半期（当期）
純損失金額

(円) 20,255.94 876.37

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 35.7 44.6

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △116,773 △23,038

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） 18,423 27,653

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △15,000 △7,500

現金及び現金同等物の四半期
（期末）残高

（千円） 88,294 203,356

 

 

回次
第28期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純損失金額 (円) 11,062.46

 

(注) １．当社は第27期第３四半期連結会計期間に子会社を設立し、前第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、第27期第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の主要な経営

指標等の推移については記載しておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失の

ため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

 

当第２四半期連結累計期間において当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

 

(1)業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は震災復興需要の下支えもあり、回復基調にあるものの、欧州

経済停滞の深刻化・中国経済の成長鈍化等世界経済の減速を背景に、景気の不透明感がより一層濃くなる中、推

移しました。

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。先行き不透明な景気

状況が長期化し、当社の顧客である事業会社の設備投資は引き続き抑制傾向にあります。当社としては非常に厳

しい環境で補助金等を利用した省エネ施策提案を含め、積極的な営業を推進して参りました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は608百万円、営業損失143百万円、経常損失145百万円、

四半期純損失148百万円となりました。

 

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、上述の状況で事業を推進しており、売上高608百万円、セグメント損

失（営業損失）は106百万円となりました。

（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２四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44百万円となりました。

 

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)財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より171百万円減少し、808百万円となりました。こ

れは主に現金及び預金の減少115百万円、受取手形及び売掛金の減少51百万円等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末より23百万円減少し、514百万円となりました。これは
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主に短期借入金の減少15百万円等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末より148百万円減少し、294百万円となりました。こ

れは四半期純損失148百万円を計上したことによるものであります。

 

 

(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、　88百万円とな

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、116百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上

（147百万円）、売上債権の減少（51百万円）及び仕入債務の増加（21百万円）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、18百万円となりました。これは主に固定資産の売却による収入（16百万

円）等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）

財務活動の結果減少した資金は、15百万円となりました。これは短期借入金の返済による減少（15百万円）

によるものであります。

 

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。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(5)研究開発活動

当第２四半期連結累計期間において特記すべき事項はありません。

 

(6)経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く経営環境は景気悪化の影響はあるものの、企業の省エネルギー需要及び国策として推

進されております再生可能エネルギー設備への積極投資を背景に市場環境が変化しており、前連結会計年度末

時点の想定通り推移しております。

当第２四半期連結累計期間においては、当社の想定と大きな乖離がないことから、経営戦略の現状と見通しに

関しましても、現状のところ重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,600

計 24,600

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,328 7,328
東京証券取引所
マザーズ市場

単元株制度を採用し
ておりません。

計 7,328 7,328 ― ―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。

 

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年７月１日～
平成24年９月30日

― 7,328 ― 616,020― 423,200

 

(6) 【大株主の状況】

平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式

総数に対する

所有株式数の割合

（％）
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中村　健治 渋谷区 2,020 27.57

サン・クロレラ販売株式会社
京都市下京区烏丸通五条下る

大坂町369番地
550 7.51

株式会社サン・クロレラ
京都市下京区烏丸通五条下る

大坂町369番地
470 6.41

中村　浩子 渋谷区 150 2.05

西出　佳世子 中野区 141 1.92

加藤　温子 町田市 118 1.61

松井証券株式会社 千代田区麹町１丁目４ 80 1.09

株式会社ＳＢＩ証券 港区六本木１丁目６－１ 72 0.98

林　新一郎 京都市西京区 68 0.93

株式会社中山興産
京都市北区西賀茂榿ノ木36番

地
60 0.82

計 ― 3,729 50.89

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　7,328 7,328 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 7,328 ― ―

総株主の議決権 ― 7,328 ―

 

 

② 【自己株式等】

  平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

 
 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号)に基づいて作成しております。

また、前第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おりますので、前年同四半期連結累計期

間との比較情報は記載しておりません。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年　７月1日から平

成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月1日から平成24年９月30日まで)に係る四半期連

結財務諸表について、アーク監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 203,356 88,294

受取手形及び売掛金 288,033 236,361

原材料 240,716 231,556

未成事業支出金 1,270 25,669

その他 79,313 67,871

貸倒引当金 △2,840 △2,260

流動資産合計 809,850 647,493

固定資産

有形固定資産 49,374 46,115

無形固定資産 2,723 2,160

投資その他の資産

投資有価証券 62,802 62,593

破産更生債権等 91,664 91,664

その他 57,114 53,739

貸倒引当金 △92,994 △94,864

投資その他の資産合計 118,586 113,132

固定資産合計 170,684 161,408

資産合計 980,534 808,902

負債の部

流動負債

買掛金 35,850 25,405

短期借入金 292,500 277,500

未払金 56,724 88,052

未払法人税等 2,963 1,645

メンテナンス費用引当金 11,275 10,771

その他 48,634 42,637

流動負債合計 447,949 446,012

固定負債

長期未払金 17,513 10,108

その他 71,632 57,910

固定負債合計 89,145 68,019

負債合計 537,094 514,032
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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２四半期連結会計期間
(平成24年９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 △750,932

株主資本合計 436,723 288,287

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 263 128

その他の包括利益累計額合計 263 128

新株予約権 6,453 6,453

純資産合計 443,439 294,870

負債純資産合計 980,534 808,902
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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２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 608,867

売上原価 559,613

売上総利益 49,254

販売費及び一般管理費 ※
 192,576

営業損失（△） △143,322

営業外収益

受取利息 585

受取手数料 1,196

受取リース料 1,663

貸倒引当金戻入額 610

その他 1,387

営業外収益合計 5,443

営業外費用

支払利息 3,155

為替差損 3,639

その他 1,295

営業外費用合計 8,091

経常損失（△） △145,969

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（△） △147,869

法人税、住民税及び事業税 565

法人税等合計 565

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △148,435

四半期純損失（△） △148,435
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △148,435

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △134

その他の包括利益合計 △134

四半期包括利益 △148,569

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △148,569

少数株主に係る四半期包括利益 －
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24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（△） △147,869

減価償却費 4,401

貸倒引当金の増減額（△は減少） △610

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） △504

受取利息及び受取配当金 △585

支払利息 3,155

為替差損益（△は益） 1,710

ゴルフ会員権評価損 1,900

リース資産減損勘定の取崩額 △13,646

売上債権の増減額（△は増加） 51,799

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,238

仕入債務の増減額（△は減少） 21,629

その他の資産の増減額（△は増加） 3,394

長期未払金の増減額（△は減少） △7,404

その他の負債の増減額（△は減少） △5,513

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,118

未収消費税等の増減額（△は増加） △4,703

小計 △113,202

利息及び配当金の受取額 585

利息の支払額 △3,155

法人税等の支払額 △1,001

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △580

有形固定資産の売却による収入 16,003

貸付金の回収による収入 3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △15,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △115,061

現金及び現金同等物の期首残高 203,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 88,294
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【会計方針の変更等】

（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、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軽微であります。

 

 

 
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 

該当事項はありません。

 

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

 

１．偶発債務

当社は一取引先のエスコ事業のリース取引について保証を行っており、その債務残高は次のとおりで

あります。

 

 前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（平成24年９月30日）

保証債務残高 7,320千円 2,928千円

 

２．受取手形裏書譲渡高

 

 前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（平成24年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 ― 40,000千円

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

 

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 当第２四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日

至　平成24年９月30日）

給料及び手当 58,418千円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
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※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。

 

 当第２四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日

　至　平成24年９月30日）

現金及び預金 88,294千円

現金及び現金同等物 88,294千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月1日  至  平成24年９月30日)

１．配当金支払額

 
該当事項はありません。

 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

 

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24 年４月１日  至  平成24年９月30日)

 

１．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）１

四半期連結損

益計算書計上

額

（注）２

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 608,867 ― 608,867  608,867

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 5,000 5,000 △5,000 ―

計 608,867 5,000 613,867△5,000 608,867

セ グ メ ン ト 損 失

（△）
△106,105△44,526△150,631 7,309△143,322

(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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

(1) １株当たり四半期純損失金額 20,255円94銭

    (算定上の基礎)  

    四半期純損失金額(千円) 148,435

    普通株主に帰属しない金額(千円) ―

    普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 148,435

    普通株式の期中平均株式数(株) 7,328

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

―

(注)　潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりま

せん。

 

 

 

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社省電舎(E05452)

四半期報告書

19/22



  
２ 【その他】

 

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成24年11月13日

株式会社省電舎

取締役会  御中

 

アーク監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　  松　島　　康　治　  印

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士    藤　本　　幸　宏    印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社省
電舎の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成24年７月1日か
ら平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)に係る四半
期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期
連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対
する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社省電舎及び連結子会社の平成24年９月30日現在の
財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に
表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 
 
(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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