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発行者情報  

【表紙】  

【公表書類】 発行者情報 

【公表日】 2021年２月19日 

【発行者の名称】 エネルギーパワー株式会社 

（ENERGY POWER CO.,Ltd.） 

 （旧名称 関西エネルギーパワー株式会社 

 （KANSAI ENERGY POWER CO.,Ltd.） 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 米澤 量登 

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区北久宝寺町二丁目１番10号 

【電話番号】 06-6267-0107（代表） 

【事務連絡者氏名】 管理部 部長 香西 真司 

【担当J-Adviserの名称】 宝印刷株式会社 

【担当J-Adviserの代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堆 誠一郎 

【担当J-Adviserの本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目28番８号 

【担当J-Adviserの財務状況が公表 

されるウェブサイトのアドレス】 

https://www.takara-company.co.jp/ir/reference/ 

【電話番号】 03-3971-3392 

 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 当社は、普通株式を2021年３月29日にTOKYO PRO Marketへ上場

する予定であります。 

当社は、上場に際して特定投資家向け取得勧誘又は特定投資

家向け売付け勧誘等を実施しないことから、特定上場有価証

券に関する有価証券上場規程の特例第110条第３項の規定によ

り、発行者情報に相当する情報を公表いたします。 

なお、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

 

【公表されるホームページのアドレス】 エネルギーパワー株式会社 

https://kenep.co.jp 

株式会社東京証券取引所 

https://www.jpx.co.jp/ 

（注）当社は、2020年２月21日開催の臨時株主総会の決議により、2020年２月27日をもって、会社名を

上記のとおり変更いたしました。 

 

 

 

  



 - 2 - 

【投資者に対する注意事項】 

１ TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを

含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及

び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があり

ます。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要

があります。特に、第一部  第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重に検討する

必要があります。 

 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法(以下「法」という。)

第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる

者）をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要

な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第

27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽

であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取

得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり又は欠けていることを知っていたときは、こ

の限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、

相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を

負いません。 

 

３ TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金

融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっております。すなわち、TOKYO PRO Marketにお

いては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に

関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動するJ-

Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、

並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所

のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketの諸規則に留意する必要があります。 

 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事

項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を

含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責

任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

第２ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

 

回次 第２期 第３期 第４期 
第５期 

（中間） 

決算年月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年６月 

売上高 (千円) 651,571 1,537,237 1,593,947 669,572 

経常利益又は経常損失(△) (千円) △118,088 20,271 48,611 26,898 

当期（中間）純利益又は当期純
損失(△) 

(千円) △125,163 59,311 82,299 19,299 

持分法を適用した場合の投資利
益 

（千円） ― ― ― ― 

資本金 (千円) 40,000 40,000 40,000 40,000 

発行済株式総数 (株) 800 800 80,000 80,000 

純資産額 (千円) △83,127 △23,816 58,482 77,782 

総資産額 (千円) 206,016 503,468 473,970 461,198 

１株当たり純資産額 (円) △1,039.09 △297.71 731.03 972.28 

１株当たり配当額 
（１株当たり中間配当額） 

(円) 
― 

(―) 
 ― 
(―) 

― 
(―) 

― 
(―) 

１株当たり当期（中間）純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △1,564.54 741.38 1,028.73 241.24 

潜在株式調整後１株当たり当期
（中間）純利益 

(円) ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) △40.3 △4.7 12.3 16.8 

自己資本利益率 (％) ― ― 474.8 28.3 

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 

配当性向 (％) ― ― ― ― 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △138,008 △128,425 15,790 75,026 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △11,786 1,227 77,154 △9,849 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 96,232 181,869 △47,420 △25,179 

現金及び現金同等物の期末（中
間期末）残高 

(千円) 19,856 74,528 120,052 160,050 

従業員数 
〔ほか、平均臨時雇用人員〕 

（名） 
34 

〔0〕 
33 

〔0〕 
35 

〔1〕 
39 

〔1〕 

(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期（中間）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

５．株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。 

６．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。 

７．第２期及び第３期は、純資産がマイナスであるため、自己資本利益率は記載しておりません。 

８．特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第５項の規定に基づき、第４期の財務諸表及び第
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５期の中間財務諸表について監査法人ハイビスカスにより監査を受けておりますが、第２期及び第３期の財

務諸表については、当該監査を受けておりません。 

９．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を〔 〕外数で記載しております。 

10．2019年３月26日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行いましたが、第２期の期首に当該株式分割が行

われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期（中間）純利益又は１株当たり当期純損失を算

定しております。 
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２ 【沿革】 

当社は、電気を通じてより良い社会基盤の一翼を担い、社会に新たなエネルギーソリューションを提

供することを目的に2016年４月に設立され、スズカ電工株式会社より事業譲渡を受ける形で営業を開始

しております。同年５月には電力小売事業を、同年７月にはマンション改修等の電気工事事業を譲渡さ

れております。当社においては、これら事業をエネルギーマネジメント事業及びエンジニアリング事業

として展開しております。 

エンジニアリング事業は、役員の人脈によりマンション管理会社等との取引を拡大し、これと相まっ

てエネルギーマネジメント事業もマンション管理会社からの紹介や代理店の新規獲得等により、顧客数

が増加してまいりました。 

2017年には、関西地域のみならず、全国的な事業拡大を目指すべく、東京と熊本（2020年に九州営業

所に改称して福岡県福岡市博多区に移転）に営業所を開設し、2018年には、事業部制の組織再編を行っ

ております。 

 

当社に係る経緯は、次のとおりであります。 

年 月 概 要 

2016年４月 大阪市中央区本町に「関西エネルギーパワー株式会社」設立（資本金1,000万円） 

  〃 ５月 スズカ電工株式会社より電力小売事業の事業譲渡を受ける 

  〃 ７月 スズカ電工株式会社より電気工事事業の事業譲渡を受ける 

  〃 10月 大阪市中央区北久宝寺町（現：本店所在地）に本社を移転 

  〃 10月 電気工事業（般-28）第146091号を取得 

  〃 11月 登録小売電気事業者（A0371）登録 

2017年２月 日本卸電力取引所（ＪＥＰＸ）会員に登録 

  〃 ２月 東京都中央区に「東京営業所」を開設 

  〃 ４月 大阪市中央区において「合同会社境港エネルギーパワー」設立 

  〃 ７月 熊本県熊本市東区に「熊本営業所」を開設 

  〃 ８月 電気工事業（特－29）第146091号、管工事業（般－29）第146091号、消防施設工事業（般

－29）第146091号を取得 

2019年４月 「合同会社境港エネルギーパワー」の出資持分の全部を譲渡 

  〃 11月 プライバシーマーク取得 

2020年２月 「エネルギーパワー株式会社」に商号変更 

  〃 ７月 管工事業（特－２）第146091号を取得 

  〃 ８月 「熊本営業所」を「九州営業所」と改称し福岡県福岡市博多区に移転 

  〃 ９月 電気通信工事業（般－２）第146091号を取得 
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３ 【事業の内容】 

１．事業の概要 

当社は、「エネルギーの未来を創造し、エネルギーソリューションカンパニーへの飛躍」を経営理念と

して、社会・経済の原動力となるエネルギーを電力供給と電気工事という２つの事業を通じて提供してお

ります。 

電気の契約は、特別高圧（2,000kW以上：大規模工場やオフィスビル等）、高圧（50kW以上2,000kW未

満：中小規模工場や中小ビル等）、低圧（50kW未満（電灯100V・動力200V）：一般家庭や小規模店舗、工

場等）に分類されており、当社においては高圧及び低圧を中心として中小ビル、マンション管理組合（マ

ンション共有部を対象）等を顧客として事業展開しております。 

また、中小ビル、マンション管理組合等に対して、電気の小売りとともに省エネ改修工事を提案するこ

とで、両セグメントにシナジーを効かせながら営業を行っております。 

 

当社の事業セグメントは、以下のとおりです。 

セグメント 主たる商品・事業 お客さま 

エネルギーマネジメント 
・小売電気事業 

・エネルギーコンサルティング 

・ビル、マンションオーナー 

・マンション管理組合 

・大型商業施設 

・社会福祉施設 

・工場 

・商店 

エンジニアリング 

・電気幹線改修工事 

・省エネ改修工事 

・防犯セキュリティ設備工事 

 

（事業系統図） 
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２．各事業の内容 

（１）エネルギーマネジメント 

当社のエネルギーマネジメント事業は、中小ビル、マンション管理組合等を対象とした高圧及び一

般家庭や小規模工場、商店等と対象とする低圧の需要家に対して電力の供給を行っております。 

当社は需給管理を内製化しており、民間の発電所から調達した電力及び一般社団法人日本卸電力取

引所（以下、ＪＥＰＸという。）との間で行う市場取引により調達した電力を、一般送配電事業者の

有する送配電網を用いて東京電力株式会社・中部電力株式会社・北陸電力株式会社・関西電力株式会

社・中国電力株式会社・四国電力株式会社・九州電力株式会社の各営業地域において、顧客に対し電

力の供給を行っております。 

 

 

当社のエネルギーマネジメント事業の特徴は、以下の４つであります。 

① 当社独自開発のシステム：エネルギーマネジメント事業においては、一般家庭から工場まで、

数千もの顧客の刻々と変わる電気需要とそれを賄うための電気の仕入量を随時マッチングさせな

ければなりません。当社は独自に開発したＣＩＳ（顧客管理システム）及び需給管理システムに

より、電力の小売りを一気通貫で効率的に行えるようにしております。 

② 営業面における代理店の活用：営業面については、当社による直接営業だけでなく、営業効率

と成長スピードを向上させるため、代理店制度を設けております。2020年12月末現在、代理店数

は148社であり、事務機販売会社等、すでに顧客基盤を有する会社に代理店となってもらい、自社商

品とともに当社の電気も営業していただいております。代理店にとってのメリットとして、顧客が累

積するほど手数料が大きくなるストック型のビジネスであることを訴求して代理店開拓を進めており

ます。 

③ 安定的な電気の調達：エネルギーマネジメント事業の成否の要とも言えるのが、電気の調達です。

当社では、気候や社会情勢によって相場が変動する電力卸市場から主として調達するとともに、これ

に対するリスクヘッジのため、発電事業者から直接、固定価格で安定した電気を調達し、コストの安

定化を図っております。 

④ 再生可能エネルギーの調達：エネルギーの効率化及びCO2をはじめとする温室効果ガスの削減は、地

球温暖化の防止の観点からも重要な課題となっております。当社は、太陽光発電所等、環境負荷の少
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ない再生可能エネルギー発電設備を有する発電事業者と連携し、再生可能エネルギー電気を積極的に

供給しております。 

 

 （２）エンジニアリング事業 

当社は、設立以来一貫してビル、マンション等の電気設備の改修・省エネ化の事業に携わってまいり

ました。 

エンジニアリング事業は、建物がより便利でより住みよいというだけでなく、住みなれた愛着のある

建物をより長く使うことができるように、安全と経済性を考えたエネルギーソリューションの視点をも

った工事を提供しております。最近では、以下の各分野に特に力を入れております。 

① 電気幹線改修工事：近年、オール電化の普及により、電気幹線の増強の必要性が高まっておりま

す。電気幹線改修工事はエンジニアリング事業の中でも主力となっており、施工事例の蓄積が進ん

でおります。 

② 省エネ改修工事：蛍光灯のＬＥＤ化、経年劣化のため効率が低下したエアコン更新等、省エネル

ギー化工事を施工しております。 

 

 

４ 【関係会社の状況】 

 

  該当事項はありません。 
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５ 【従業員の状況】 

(１) 発行者の状況 

2020年12月31日現在 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

40〔１〕 37.3 2.9 4,161 

 

セグメントの名称 従業員数(名） 

エネルギーマネジメント 11〔－〕 

エンジニアリング 19〔１〕 

全社（共通） 10〔－〕 

合計 40〔１〕 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を〔 〕外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．全社（共通）は、管理部門（総務、経理等）の従業員であります。 

 

(２) 労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

（１） 業績 

第４期事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） 

当事業年度における我が国の経済情勢は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に個人消費の持

ち直しの動きが継続し、緩やかな回復基調で推移いたしました。当社の属する新電力業界におきまし

ては、電力・ガス自由化を背景に各業界に属するプレイヤーの相互参入に加え、異業種からの活発な

新規参入による多様な料金メニューの提供等を通じた競争の激化等が進みました。 

このような状況下で、エネルギーマネジメント事業においては自社ホームページにＳＥＯ対策を施

し、検索サイトにおける代理店募集の上位表示を獲得、代理店網の増強を行いました。また、代理店

向けに競合対策として契約内容見直しや新メニューによる更新等のキャンペーンを実施し、需要家の

新規獲得と離脱阻止に努めました。 

エネルギーマネジメント事業は、消費者にとって契約金や違約金等の費用負担もなく検討しやすい

ものとなっています。本事業では、毎月約45件（1月から12月の平均。解約を含む）の新規顧客が増加

しております。それらの顧客に対して、省エネ効果のある機器やしくみに交換する工事をご提案する

等、電力と工事のビジネス創出を行っております。また、生産性を向上させるため電力需給と顧客管

理システムの連携を進め、合理化と迅速性を図りました。一方、エンジニアリング事業は、省エネ工

事におけるＬＥＤ商材価格の低下や競争激化の影響を受けて、売上高、利益とも低迷しました。 

以上の結果、当社の当事業年度の売上高は1,593,947千円（前年同期比3.7％増）、営業利益は

50,151千円（同142.7％増）、経常利益は48,611千円（同139.8％増）、当期純利益は82,299千円（同

38.8％増）でした。 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。 

（エネルギーマネジメント） 

エネルギーマネジメント事業においては、顧客数の拡大と需要期に合わせた固定価格での最適な

電力調達に注力した結果、売上高は1,159,530千円（前年同期比25.2％増）、セグメント利益は

117,860千円（前年同期はセグメント損失65,946千円）と非常に高い利益を生み出しました。 

（エンジニアリング） 

エンジニアリング事業は、ＬＥＤ商材の価格低下と競争の激化により、売上高は434,417千円

（前年同期比29.0％減）にとどまりました。売上補完のためＬＥＤ商材以外の事業領域拡大を目指

し、インターホンや４Ｋ８Ｋなど様々な新規事業を営業するも実績が伴わず、売上高低迷につなが

りました。また、高収益の空調工事、幹線改修工事も計画通り受注できず、セグメント利益は

23,690千円（前年同期比85.5％減）と厳しい結果となりました。 

 

第５期中間会計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） 

当中間会計期間における我が国の経済は、雇用・所得環境の改善等により、前期からの流れを引き

継いで緩やかな回復基調にありましたが、2020年に入り、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染

拡大により、世界経済の成長率は大幅に下落し、米国の第２四半期の実質ＧＤＰが年率マイナス

32.9％と、リーマンショックを大きく超える落込みとなったほか、国内においても、第１四半期の決

算発表において、一部を除き多くの上場企業が減収・減益、通期予想の下方修正を発表しており、今

後の国内外の景気についても先行き不透明な状況となりました。 
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このような状況下で、エネルギーマネジメント事業においては、当社の主要顧客であるマンション

管理組合等の電力需要は堅調に推移しましたが、緊急事態宣言を受けビジネスユースは営業自粛やテ

レワークの実施等により１月から６月の電力需要量が４％程度落ち込みました。一方、エンジニアリ

ング事業においては、新型コロナウイルス感染症防止のためマンション等への工事の立ち入りが延期

されるなど、営業活動に影響がありました。 

以上の結果、当社の当中間会計期間の売上高は669,572千円、営業利益は28,781千円、経常利益は

26,898千円、中間純利益は19,299千円となりました。 

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。 

（エネルギーマネジメント） 

新型コロナウイルス感染症拡大による影響として、顧客の廃業や事業の売却等により解約が発生

しましたが、その数は中間期において約40件となっており、契約数全体（約3,200契約）の1.25％

にとどまっております。当社の顧客層の内訳は、ビジネスユース44.8％、マンション管理組合等

43.1％、病院等12.1％の割合となっており、これらのうちビジネスユースの電力需要量の落ち込み

により、売上高は前年同期比５％程度の減収となりました。一方、電力調達面では、ＪＥＰＸを通

じた調達価格が４～６月は前年同時期40％下落する等、大きく値下がりしたため、原価が削減でき

ました。 

こうしたことから、売上高は540,310千円にとどまりましたが、セグメント利益は101,137千円と

なりました。 

（エンジニアリング） 

当社のエンジニアリング事業は既存の建物の電気幹線の改修や照明の省エネ改修工事等を主軸に

しており、これらはマンション管理組合の総会決議やオフィスビルのオーナーの決定に基づいて発

注されるため、工事自体をやめてしまうことは多くありません。しかし、緊急事態宣言の発令の影

響により、施設内への出入りを控えるため、９月以降の着工へと計画の変更を余儀なくされたもの

が多く発生しました。併せて、同宣言の発令により営業活動が阻害され、新たな案件獲得が失速し

ました。 

こうしたことから、売上高は129,262千円、セグメント損失は15,926千円となりました。 

 

（２） キャッシュ・フローの状況 

第４期事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して

45,524千円増加し、120,052千円となりました。 

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は15,790千円となりました（前事業年度は使用した資金128,425千

円）。これは主に、税引前当期純利益128,511千円、売上債権の減少額30,025千円、未成工事支出

金の減少額17,240千円、未払消費税等の増加額14,733千円、子会社出資金売却益79,900千円、仕入

債務の減少額92,214千円が生じたこと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） 
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投資活動の結果獲得した資金は77,154千円となりました（前事業年度は獲得した資金1,227千

円）。これは主に子会社出資金の売却による収入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） 

財務活動の結果使用した資金は47,420千円となりました（前事業年度は獲得した資金181,869千

円）。これは主に長期借入金の返済によるものであります。 

 

第５期中間会計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較し

て39,997千円増加し、160,050千円となりました。 

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は75,026千円となりました。これは主に、税引前中間純利益24,275

千円、売上債権の減少額34,587千円、差入保証金の減少額15,759千円、その他のうち未払費用の増

加額12,305千円、法人税等の支払い9,649千円が生じたこと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） 

投資活動の結果使用した資金は9,849千円となりました。これは主に固定資産の取得7,004千円に

よるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は25,179千円となりました。これは主に短期借入金の増加額

134,000千円、長期借入れによる収入110,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出

266,514千円があったことによるものであります。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

当社が営む事業では、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績は記載しておりません。 

 

（２）仕入実績 

第４期事業年度及び第５期中間会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 

セグメントの名称 

第４期事業年度 

(自 2019 年１月１日 
 至 2019年12月31日) 

第５期中間会計期間 

(自 2020 年１月１日 
 至 2020年６月30日) 

仕入高(千円) 前年同期比(％) 仕入高(千円) 

エネルギーマネジメント 620,764 103.9 219,154 

エンジニアリング 109,454 59.4 48,371 

合計 730,219 79.4 267,526 

(注) １．金額は、仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（３） 受注実績 

第４期事業年度及び第５期中間会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 

セグメントの名称 

第４期事業年度 

(自 2019 年１月１日 
 至 2019年12月31日) 

第５期中間会計期間 

(自 2020 年１月１日 
 至 2020年６月30日) 

受注高 
(千円) 

前年同期比 
(％) 

受注残高 
（千円） 

前年同期比 
(％) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
（千円） 

エンジニアリング 450,691 118.8 80,060 134.6 75,309 27,348 

合計 450,691 118.8 80,060 134.6 75,309 27,348 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．エネルギーマネジメントは受注販売の形態をとっていないため記載しておりません。 
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（４）販売実績 

第４期事業年度及び第５期中間会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 

セグメントの名称 

第４期事業年度 

(自 2019 年１月１日 
 至 2019年12月31日) 

第５期中間会計期間 

(自 2020 年１月１日 
 至 2020年６月30日) 

販売高(千円) 前年同期比(％) 販売高(千円) 

エネルギーマネジメント 1,159,530 125.2 540,310 

エンジニアリング 434,417 71.0 129,262 

合計 1,593,947 103.7 669,572 

(注) １．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

相手先 

第３期事業年度 第４期事業年度 

販売高(千円) 割合（％） 販売高(千円) 割合（％） 

かんでんＥハウス株式会社 7,495 0.5 180,134 11.3 

スズカ電工株式会社 358,972 23.4 22,291 1.4 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．かんでんＥハウス株式会社は、施工実績が評価され第４期事業年度に急増、スズカ電工株式会社は、第３期事

業年度に同社を事業主とする大規模な太陽光発電所建設工事の完成工事高を計上したため、第４期事業年度は急

減しました。 

４．第５期中間会計期間においては販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上を占める相手先がないた

め、主な相手先別の販売実績の記載を省略しております。 
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３ 【対処すべき課題】 

（１）事業基盤の強化について 

当社は、主たる事業エリアである関西以外に、東京と福岡の営業所を拠点に事業エリアを拡大して

おりますが、それぞれのエリアの特性に応じた営業マーケティング戦略の強化が必要と考えておりま

す。具体的には関東エリアの消費者はブランド志向が強いためウェブやメディアでの露出度アップ、

九州エリアでは保守的な消費者が多いので、地域での顧客基盤を有した代理店の開発などを実施して

います。エネルギーマネジメント事業における電力供給エリアは、東は関東（東京電力エリア）から

西は九州（九州電力エリア）までの７エリアに展開しており、新たなマーケット開拓を目的に関西以

外の供給地域の営業強化のため営業部を新たに設置いたしました。営業部は各エリアでの代理店の開

発を担い、代理店の活用による売上の拡大を図ってまいります。 

  （２）収益力の増強 

新型コロナウイルス感染症の長期的な流行が予想され、大幅な売上の拡大は難しい状況ですが、収

益力を強化し、財務基盤の確保に努めます。エネルギーマネジメント事業においては、利益の確定の

ため発電事業者との相対契約やベースロード電源（注）など固定価格での調達を全調達量の60％、残

りをJEPXから調達しておりますが、今後は相対契約の比率を高めJEPXの価格の高騰に備えた調達を実

施します。同時に主要顧客層の電力消費特性を捉えた料金メニュー開発を行うことで事業収益と顧客

利益の両面を確保することを図ります。エンジニアリング事業においては、仕入先の増強による仕入

価格のダウン、具体的には１社からの一括購買ではなく、各商社の得意分野を鑑み分離発注を行って

最適な価格での購買に留意することで粗利益の拡大を狙います。 

  （注）ベースロード電源市場にて取引する電力市場のことです。ベースロード電源とは、原子力、

石炭火力、一般水力（流れ込み式）等のことを指し、コストが低く出力が一定であることが特徴

となっています。秋にかけて年3回の入札があり、翌年4月からの年間の電源を購入します。東日

本、西日本それぞれ入札しますが、各新電力が需要家に供給する年間総需要量30％までの量とさ

れています。 

     （３）人材の確保及び育成について 

東京オリンピックや大阪・関西万博の開催を控え、大手総合建設会社が人材の囲い込みをしている

中で、技術者の確保及び社内教育が重要な課題であると認識しております。そのため、優秀な人材の

採用と第一線で活躍できる技術者の教育に力を入れていきます。 

また、今後５年後・10年後を見据えて、社員の年齢構成分布を分析し、将来の組織増強を考えた、

持続可能な組織の採用活動を実施します。新型コロナウイルス感染症の影響による大手企業の新卒採

用手控え等あるなか、新卒を含め優秀な人材の確保に努めてまいります。 

（４）内部管理体制の強化について 

当社は、比較的小規模な組織であるため、継続的な成長を実現できる企業体質を確立する必要があ

ります。そのため、リスク管理や業務運営管理をはじめとする内部管理体制の強化が重要な課題であ

ると認識しております。今後の企業規模拡大に備え、現在の一部担当者が業務を兼任している状態を

改善するための人員配置を行い、内部管理体制の整備と適切な運用を推進し、経営の公正性及び透明

性を確保するため、体制強化に取り組みます。 
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４ 【事業等のリスク】 

  本発行者情報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には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものであります。 

（１）新型コロナウイルス感染症拡大が事業活動に及ぼすリスク 

現代社会には、新型コロナウイルス感染症の拡大といった事前想定が困難なリスクも内在しており、

そのリスクが顕在化することで、エネルギーマネジメント事業においては、業務用・産業用の電力需

要の減少、エンジニアリング事業においては、工事資材の不足による工程の遅延や着工の延期等によ

り、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

具体的には、エネルギーマネジメント事業においては、当社の主力顧客であるマンション共用部に

ついては堅調に推移するものと考えられますが、ビジネスユースにおいては一定程度の電力需要量及

び売上高の減少が予想されます。一方、エンジニアリング事業については、感染拡大防止の観点から

工期の変更等による完成時期のずれ込みにより売上高への影響が考えられますが、マンション管理組

合による省エネ工事等は総会の決議に基づくものであり、まったくなくなってしまうことは考えにく

く、時期がずれ込んだ後、徐々に回復してくるものと考えております。 

また、当社では、役職員の新型コロナウイルス感染リスクに対処するため、会社として感染予防の

啓蒙に始まり、シフト勤務、分離オフィスの開設、各業務のバックアップ体制を構築しています。現

時点において感染者は発生しておりませんが、発生した場合の対応マニュアルも整備しております。

営業面では、代理店に対して顧客への感染防止対策を徹底するよう指示するほか、当社営業において

も、感染拡大エリアの警戒レベルに応じて出張の自粛、接待・商談・セミナー等への参加を禁止する

等、顧客及び社員に対する感染防止に取り組んでおります。 

（２）原油価格等の高騰、季節変動 

エネルギーマネジメント事業においては、原油価格等の高騰及び異常気象等による気温の著しい変

動は、電力の仕入価格を高騰させ、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、電力卸市場のほか、自家発電設備を有する事業会社等からも電力の購入を行っておりま

す。当社の電力調達先の多くは、化石燃料を用いた火力発電を行っているため、輸入化石燃料の価格

が上昇し、調達先からの電力購入価格が上昇した場合、当社の経営成績及び財政状況に影響を及ぼす

可能性が生じることになります。 

当該リスクについては、発電事業者と相対取引により半年程度先まで固定価格により契約をする等

の方法によりリスクヘッジを行っております。なお、調達先からの契約解除や契約更新の見送り、契

約条件の不利な変更等が行われた場合、また電力調達先の発電所のトラブル等により発電量が低下し

た場合も、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

（３）競争激化 

当社が行うエネルギーマネジメント事業は、電気事業法に基づく申請を行い、経済産業大臣による

登録をもって小売電気事業を開始することが可能となっております。行政による許認可を必要とする

事業と比べて参入障壁が相対的に低いことから、近年、新規参入事業者が急増しております（2020年

12月28日現在 計698事業者（資源エネルギー庁ＨＰ 登録小売電気事業者一覧）。 

登録小売電気事業者一覧｜電気事業制度の概要｜資源エネルギー庁 (meti.go.jp) 

新規参入者の急増は、電力購入価格の上昇と、電力販売価格の下落を招く可能性があり、当社の経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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（４）中長期的な価格変動要因 

中長期的には、制度変更及び原子力発電所の再稼働による価格下落といったリスクがあります。 

電力の小売は2016年４月に全面自由化がなされた業種であり、スタートしてまだ４年半程度の発展

途上の市場であり、将来の電力供給力を確保する市場である容量市場が2020年に創設されるなど、今

後も新たな制度が誕生する可能性があり、これらの運用次第によっては、当社の事業活動に影響を及

ぼす可能性があります。 

原子力発電所の発電コストは、福島第一原子力発電所の事故を受けた追加的安全対策費用の増加が

見込まれるものの、他の電源に比較して安価なため、休止中の原子力発電所が再稼働した場合、原子

力発電所を有する旧一般電気事業者の販売する電気の単価が下落し、競合する当社の価格優位性が低

下する可能性があります。これにより、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

（５）民間工事の価格競争の激化 

エンジニアリング事業では受注における最大の要素が価格となっており、価格競争が激しい業界で

あります。建設需要が低迷・縮小を続けた場合、価格競争がより一層激しくなり、当社の経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社としては、省エネ改修工事等の提案型営業を行う

ことによる価格競争の影響を受けない営業で対応を図っております。 

（６）資材費の高騰 

エンジニアリング事業において、製品、資材等の費用が想定を超えて増加した場合は、工事の採算

性を低下させ、その結果、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社とし

ては、資材等の価格変動が著しい場合において、請負代金の額又は工事内容の変更（建設業法第19条

第１項）について協議できる旨、請負契約書に記載し交付するといった対応を図っております。 

（７）大規模自然災害等による影響 

大規模な自然災害が発生した場合、発生時の損害の拡大を最小限におさえるべく、備蓄食料や災害時

用備品から蓄電池までを常備、連絡体制の整備に努めておりますが、このような災害による当社の設

備（社屋、車両、工事機材等）や顧客が被害を受け、又は国内経済が混乱した場合、当社の事業活動

に影響を及ぼす可能性があります。災害時の供給に関しては、政府の統制がない限り、地域電気事業

者の方針に従って供給しますが、万が一JEPX市場が閉鎖された場合や送電線が破綻した場合等、当社

で供給できない事態が発生した場合、地域の電気事業者に依存することとなります。 

（８）情報セキュリティに関わるリスク 

当社が事業活動を行う上で、情報システム及び情報ネットワークは欠くことのできない基盤であり、

その構築・運営に当たっては十分なセキュリティの確保に努めているものの、不正侵入、情報の改

竄・盗用・破壊、システムの利用妨害等により業務の停滞や信用の低下が生じ、又は当社の秘密情報

が社外に流出した場合には、当社の社会的信用の低下から事業活動が影響を受ける可能性があります。 

当社では、2019年11月にプライバシーマークを取得しており、また、この維持・更新のため社内研

修を継続していく方針であります。 

（９）内部管理体制について 

当社は、企業価値を最大化すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置づけ、

多様な施策を講じております。具体的には社内規程の充実、女性社員の活躍を促進する女性管理職の

登用、毎月月次決算後に、社内の全社員に向けてセグメント別の業績の開示等を実施しております。 

当社は設立から日が浅く小規模ではありますが、業務マニュアルの整備により特定の役員や社員の
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活動に過度に依存しない経営体制を構築しております。また、業務の適正及び財務報告の信頼性を確

保するため、安全委員会や内部監査により組織が円滑かつ有効に機能する体制を構築、整備、運用し

ております。しかしながら、市場の急速な拡大や制度の頻繁な改革等により、内部管理体制の確立の

スピードに遅れが生ずるような場合には、適切な業務運営が困難となり、当社の事業活動に影響を及

ぼす可能性があります。 

（10）人材の確保・育成ついて 

当社の成長を支えている最大の資産は人材であり、優秀な人材を採用し育成すること、業容拡大に

応じて人材を継続的に確保することは、当社にとって重要な課題であると認識しております。したが

って、優秀な人材の確保のため、自衛隊の退団者を対象とした合同説明会への参加（採用実績４名）

からリクルートイベントへの参加、エージェントを活用した採用などを行っており、育成事業として

は、施工管理に必要な各種資格取得のための受験費用の支援から資格手当の支給、定期的な一般常識

を含めたテスト、中間管理職向けビジネス研修など人材確保と育成については積極的に取り組んでお

りますが、人材獲得競争の激化や人材マーケットの需給バランスその他何らかの要因により、必要な

人材の確保や育成ができなかった場合、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

（11）法的規制について 

当社は、事業活動を行う上で、事業の許認可等のさまざまな公的規制の適用を受けるとともに、特

定商取引法、消費者契約法、電気事業法、建設業法、個人情報保護法等の法的規制を受けております。

当社は、これらの法令を遵守するために、コンプライアンスや営業に関するマニュアルを作成し、研

修を徹底するほか、社内及び顧問弁護士等を通じて法改正の情報を入手できる体制を整備しておりま

す。また、代理店についても、定期的な訪問や研修を行っており、当社従業員や代理店において法令

に違反する行為を行わないよう留意しております。上記法令等に抵触した場合、社会的信用の低下、

業務の改善指示や停止命令等の行政処分、適切な対応を行うためのコスト負担、損害賠償請求等によ

り、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

① 電気事業法について 

当社のエネルギーマネジメント事業における小売電気を行うにあたり、当社が取得している許認可

（登録）等につき、本書提出日現在において、事業主として欠格事由及びこれらの許認可（登録）の

取消事由に該当する事実はございませんが、今後、欠格事由又は取消事由に該当する事実が発生し、

許認可（登録）取消等の事態が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。 

許認可等の名称 許認可登録番号 有効期限 関係法令 許認可等の取消事由 

登録小売電気事業者 
経済産業大臣 

登録番号(A0371) 
― 電気事業法 電気事業法第２条の９ 

なお、2020 年４月１日に、大手電力会社である旧一般電気事業者からの送配電部門の法的分離

（発送電分離）が実施されました。発送電分離により誕生した送配電会社の保有する送配電網の利

用にかかる託送料金の上昇、発送電分離以降自由化メニューに力を入れる大手電力会社の動向等に

よっては電気料金上昇の可能性があり、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 建設業法について 

当社が請負契約の元請負事業者又は下請負事業者として電気幹線工事等の施工を行うにあたり、

建設業法に基づく建設業の許可を取得しております。本書提出日現在において、事業主として欠格

事由及びこれらの許認可（登録）の取消事由に該当する事実はございませんが、今後、当社の許可
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が取り消され、又は失効した場合、一定金額以上の建設工事を行うことができなくなるため、当社

の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

許認可等の名称 許認可登録番号 有効期限 関係法令 許認可等の取消事由 

電気工事業 
大阪(特-29) 

第146091号 

2017年８月４日から 

2022年８月３日まで 

電気事業法 

など 

・経営管理責任者・専

任技術者が不在 

消防施設工事業 
大阪(般-29) 

第146091号 

2017年８月４日から 

2022年８月３日まで 
消防法など 

・役員等が結核要件に

該当 

管工事業 
大阪(特-２) 

第146091号 

2020年７月10日から 

2025年７月９日まで 
水道法など ・指示処分違反 

電気通信工事業 
大阪(般-２) 

第146091号 

2020年９月11日から 

2025年９月10日まで 

電気通信 

事業法など 

・営業停止処分違反 

など 

 

（12）スズカ電工株式会社との取引関係について 

当社は、「第２【企業の概況】２【沿革】」に記載のとおり、スズカ電工株式会社から事業譲渡を

受けて事業を開始しておりますが、現在は資本的関係・人的関係はありません。取引関係については、

「第３【事業の内容】２【生産、受注及び販売の状況】」に記載のとおり、同社から第３期事業年度

に大きな金額の受注をしておりますが、これは一時的なものであり、現在の受注及び販売の状況は当

社の業績に大きな影響をもつものではなく、一般的な顧客と同一の条件に基づいて、一顧客として取

引を継続しております。また、管理業務においては、当社本社部門は同社所有のビルに入居している

ほか、同社に一部、金額的に僅少な管理業務を委託しておりますが、これらは近隣家賃相場や管理業

務内容に応じた一般的な取引条件に基づいて契約しているものであります。 

（13）J-Adviserとの契約に関するリスクについて 

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場

企業は、東京証券取引所より認定を受けたいずれかの担当J-Adviserと、株式上場の適格性審査及び

株式上場後の上場適格性を維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約（以下、

「J-Adviser契約」とします。）を締結する義務があります。本発行者情報公表日時点において、当

社がJ-Adviser契約を締結しているのは宝印刷株式会社（以下、「同社」とします。）であり、同社

とのJ-Adviser契約において当社は、下記の義務の履行が求められております。下記の義務の履行を

怠り、又は契約に違反した場合、相手方は、相当の期間（特段の事情のない限り１か月）を定めてそ

の義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又は違反の是正がな

されなかったときは、J-Adviser契約を解除することができる旨の定めがあります。また、上記にか

かわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する１か月前以上の書面

による通知を行うことにより、いつでもJ-Adviser契約を解約することができる旨の定めがあります。

当社が同社より上記の解除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行又は違反の是正が果たせ

ない場合、または同社に代わる担当J-Adviserを確保できない場合は、当社普通株式のTOKYO PRO 

Market上場廃止につながる可能性があります。 

 

＜J-Adviser 契約上の義務＞ 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第 113 条に定める上場適格性要件を継続的に満

たすこと 
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・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券上場規

程の特例の施行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること 

・上場規程特例に定める上場会社及び新規上場申請者の義務を履行すること 

 

＜J-Adviser 契約解除に関する条項＞ 

当社（以下、「甲」とします。）において下記の事象が発生した場合には、宝印刷株式会社（以下、

「乙」とします。）からの催告無しで J-Adviser 契約を解除することができるものと定められてお

ります。 

 

① 債務超過 

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合（上場後１年間において債務超過の状 態

となった場合を除く。）において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して１年を

経過する日（当該１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過す

る日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また「２

年以内」も同様。）に債務超過の状態でなくならなかったとき。ただし、甲が法律の規定に基づく

再生手続若しくは更生手続、産業競争力強化法（以下「産競法」という。）第２条第 16 項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産競法第 52 条

に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又は私的整理に関するガイドラ

イン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を

経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合（乙が適当

と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。 

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が審査対象事業年度に係る決算

（上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成す

べき会社でない場合には事業年度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建

計画（本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画を含む。）を公

表している場合を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める書面に基づき

行うものとする。 

ａ 次の(ａ)から(ｃ)に定める書面 

(ａ) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合＿＿当該再建計画が、再生計画又は

更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面 

(ｂ) 産競法第２条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施

された場合における産競法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も

含む。）を行う場合＿＿当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを

証する書面 

(ｃ) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく

整理を行う場合＿＿当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであるこ

とについて債権者が記載した書面 

ｂ 本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重

要な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記

載した書面 
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② 銀行取引の停止 

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となっ

た場合。 

③ 破産手続、再生手続又は更生手続 

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合

（甲が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再

生手続又は更生手続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準

ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の

破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場

合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に

該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に

基づかない整理を行う場合＿＿甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続につ

いて困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の

全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締

役会の決議を行った場合＿＿甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての

書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の

譲渡であると乙が認めた日） 

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しく

は弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受

若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上であ

る場合に限る。）＿＿甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 

④ 前号に該当することとなった場合においても、甲が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示

を行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)に定める場合に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に定める事項に該当すること。 

(ａ) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合＿＿当該再建計

画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。 

(ｂ) 甲が前号ｃに規定する合意を行った場合＿＿当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又

は第三者の合意を得ているものであること。 

ｂ 当該再建計画に次の(ａ)及び(ｂ)に掲げる事項が記載されていること。 

(ａ) TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。 

(ｂ) 前ａの(ａ)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(ｂ)に規定する合意がなされて

いること及びそれを証する内容 

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点か

ら適当でないと認められるものでないこと。 

⑤ 事業活動の停止 

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合）

又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃま

でに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合を
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いうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当する

ものとして取り扱う。 

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財

産の全部又は一部として次の(ａ)又は(ｂ)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合

併がその効力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日 

(ａ) TOKYO PRO Marketの上場株券等 

(ｂ) 特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株

券等 

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総

会（普通出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について

株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、

執行役の決定を含む。）についての書面による報告を受けた日） 

ｃ 甲が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（前項第２号ｂの規定の適用

を受ける場合を除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を

受けた日 

⑥ 不適当な合併等 

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、

ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社

分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、

ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はⅰか

らⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）で定める行為（以下本号において「吸収合併

等」という。）を行った場合に、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。 

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有

する者）が異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が

異動する見込みがある場合を含む）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損され

ていると乙が認めるとき。 

⑧ 発行者情報等の提出遅延 

甲が提出の義務を有する発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内

に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。 

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合。 

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書につ

いては「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべか

らざる事由によるものである場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認

める場合 

⑩ 法令違反及び上場契約違反等 

甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合。 

⑪ 株式事務代行機関への委託 
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甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこ

ととなることが確実となった場合。 

⑪ 株式の譲渡制限 

甲が TOKYO PRO Market に上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 

⑫ 指定振替機関における取扱い 

甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場       

合。 

⑬ 株主の権利の不当な制限 

甲が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及び

その行使が不当に制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制

限されていると乙が認めた場合をいう。 

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で

発行する買収防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著し

く低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の

発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場

合を除く。） 

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃

止又は不発動とすることができないものの導入 

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会

の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な

事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先

として発行する場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策で

あると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなさ

れた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。）。 

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することがで

きる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への

変更に係る決議又は決定。 

ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な

事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配

当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より

低い株式をいう。）の発行に係る決議又は決定。 

ｆ 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。 

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす

行為に係る決議又は決定。 

⑭ 全部取得 

甲が TOKYO PRO Market に上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。 

⑮ 反社会的勢力の関与 

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO 

Market の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 

⑯ その他 
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前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合。 

 

＜J-Adviser 契約解除に係る事前催告に関する事項＞ 

① 甲又は乙が、本契約に違反し、又は本契約に基づく義務の履行を怠った場合、その相手方は、相

当の期間（特段の事情のない限り１カ月とする。）を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面

で催告し、その催告期間内に違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは、本契約を解除す

ることができる。 

② 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除すること

ができる。また、甲又は乙から相手方に対し、１カ月前に書面で通知することにより本契約を解除

することができる。 

③ 本契約を解除する場合、特段の事情のない限り、乙は予め本契約を解除する旨を東証に通知する。 

 

このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東証へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃

止となります。 

なお、本発行者情報公表日現在において、担当J-Adviser 契約の解約につながる可能性のある要因は

発生しておりません。 
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５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

 

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものであります。 

 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計上の見積りを必要とします。経営者は

これらの見積りについて過去の実績や現状等を総合的に勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結

果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

 

（２）財政状態の分析 

第４期事業年度末（2019年12月31日） 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、443,354千円（前事業年度末は、440,902千円）となり

2,452千円増加しました。現金及び預金が45,524千円、売掛金が27,640千円、前渡金が16,852千円増

加する一方で、完成工事未収入金が64,487千円、未成工事支出金が17,240千円減少したことが主な要

因であります。完成工事未収入金については、前事業年度の期末に大型案件の完成があったため、当

事業年度末は大きく減少しました。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、30,615千円（前事業年度末は、62,566千円）となり

31,950千円減少しました。繰延税金資産が36,208千円減少したことが主な要因であります。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は、164,437千円（前事業年度末は、212,307千円）となり

47,869千円減少しました。買掛金が43,993千円、工事未払金が31,369千円減少する一方で、短期借入

金が16,000千円、未払消費税等が14,733千円増加したことなどが主な要因であります。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は、251,050千円（前事業年度末は、314,977千円）となり

63,927千円減少しました。長期借入金が減少したことが要因であります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は、58,482千円（前事業年度末は、△23,816千円）となり

82,299千円増加しました。当期純利益82,299千円の計上による利益剰余金の増加が要因であります。 

 

第５期中間会計期間末（2020年６月30日） 

（流動資産） 

当中間会計期末における流動資産の残高は、422,752千円（前事業年度末は、443,354千円）となり

20,602千円減少しました。現金及び預金が39,997千円増加する一方で、完成工事未収入金が11,104千

円、売掛金が21,089千円、前渡金が16,598千円減少したことが主な要因であります。 

（固定資産） 

当中間会計期末における固定資産の残高は、38,446千円（前事業年度末は、30,615千円）となり

7,831千円増加しました。有形固定資産が3,564千円、繰延税金資産が2,266千円増加したことが主な

要因であります。 

（流動負債） 

当中間会計期末における流動負債の残高は、297,244千円（前事業年度末は、164,437千円）となり

132,807千円増加しました。短期借入金が134,000千円増加したことが主な要因であります。 
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（固定負債） 

当中間会計期末における固定負債の残高は、86,171千円（前事業年度末は、251,050千円）となり

164,879千円減少しました。長期借入金が減少したことが要因であります。 

（純資産） 

当中間会計期末における純資産の残高は、77,782千円（前事業年度末は、58,482千円）となり

19,299千円増加しました。中間純利益19,299千円の計上による利益剰余金の増加が要因であります。 

 

（３）経営成績の分析 

   「１【業績等の概要】（１）業績」をご参照ください。 

 

（４）経営成績に重要な影響を与える要因 

「４【事業等のリスク】」をご参照ください。 

 

（５）キャッシュ・フローの状況の分析 

「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。 

 

（６）運転資本 

上場予定日（2021年３月29日）から12か月間の当社の運転資本は、自己資金及び借入による資金調達

が可能であることから十分であると認識しております。 

なお、2020年12月中旬から2021年１月中旬にかけて一時的に電力卸売価格が急騰し、当社の単月の業

績に大きな影響が生じております（市場価格の変動リスクについては、４【事業等のリスク】に記載の

とおりであります）。これについては、2021年１月に170,000千円の銀行借入れを行ったほか、同４～５

月にも追加借入れに向けて調整を進めている等、運転資本の安定調達を図っており、現状資金繰りに問

題はないものと考えております。 
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第４ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

第４期事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

第５期中間会計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） 

 

 本社事務所の増床に伴い、建物（内装工事費）を4,653千円、工具、器具備品を1,143千円取得した一

方で、既存の建物（内装工事費）を2,622千円除却しました。 

 

２ 【主要な設備の状況】 

2020年12月31日現在 

事業所名 

(所在地) 

セグメントの 

名称 

設備の 

内容 

帳簿価額（千円） 

従業員数 

(名) 建物及び 

構築物 

工具、器具 

及び備品 
ソフトウェア 合計 

本社 

（大阪府大阪市中央区） 
― 本社機能 6,303 2,279   2,595 11,178 40 

（注）建物を賃借しております。年間賃借料は12,351千円であります。 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

該当事項はありません。 
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第５ 【発行者の状況】 

１ 【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

 

記名・無記名の 
別、額面・無額 
面の別及び種類 

発行可能 
株式総数 

(株) 

未発行 
株式数 
(株) 

事業年度 
末現在発行数 
(2019年12月31日) 

(株) 

公表日現在 
発行数 

(2021年２月19日) 
(株) 

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 320,000 240,000 80,000 80,000 非上場 
単元株式数 

100株 

計 320,000 240,000 80,000 80,000 ― ― 

（注）１. 2019年３月18日開催の取締役会決議により、2019年３月26日付で普通株式１株を100株に分割しております。

これにより、発行済株式総数は79,200株増加し、80,000株となっております。また、2019年3月25日の株主総会

決議により、発行可能株式総数は316,000株増加し、320,000株となっております。 

   ２. 2019年3月25日の株主総会決議により、定款の変更が行われ、2019年３月26日付で100株を１単元とする単元

株制度を導入しております。 

 
（２）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

（３）【MSCB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) 

2016年４月21日 
（注）１ 

200 200 10,000 10,000 ― ― 

2016年12月27日 
（注）２ 

600 800 30,000 40,000 ― ― 

2019年３月26日 
（注）３ 

79,200 80,000 ― 40,000 ― ― 

(注)１ 会社設立によるものであります。 

(注)２ 有償株主割当 割当比率１：３ 発行価格50,000円 資本組入額50,000円 

(注)３ 2019年３月18日開催の取締役会決議により、2019年３月26日付で普通株式１株を100株に分割しております。

これにより株式数は79,200株増加し、80,000株となっております。  
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（６）【所有者別状況】 
2020年12月31日現在 

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

単元未満 
株式の状況 

(株) 
政府及び 
地方公共 

団体 
金融機関 

金融商品
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― ― ― ― ― ― 1 1 ― 

所有株式数 
(単元) 

― ― ― ― ― ― 800 800 ― 

所有株式数 
の割合(％) 

― ― ― ― ― ― 100 100 ― 

 

（７）【大株主の状況】 

   「第四部【株式公開情報】 第３【株主の状況】」に記載のとおりです。 

 

 （８）【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

2020年12月31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 
80,000 

800 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 80,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 800 ― 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

 

 

（９）【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】該当事項はありません。 

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

 

３ 【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要政策として認識し、業績の状況、取り巻く環境及び中長

期を展望した財務体質を勘案し、継続的かつ安定的に配当を実施することを基本方針としております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

なお、当事業年度の配当につきましては、十分な分配可能額がないことから実施しておりませんが、今

後、収益力の向上に力を入れ、利益を積み上げることで内部留保資金の確保に努めてまいります。内部留

保資金につきましては、企業体質の強化、将来の事業展開のための資金等に充当してまいります。 

今後の配当につきましては、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し、内部留保とのバランス

を図りながらその実施を検討する所存であります。 

 

４ 【株価の推移】 

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。 
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５ 【役員の状況】 

男性４名、女性－名（役員のうち女性の比率－％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 
所有株式数

(株) 

代表取締役 社長 米澤 量登 1988年８月19日 

2011年４月 

 

2016年10月 

2020年２月 

株式会社鈴鹿電工（現スズカ電工株式会

社）入社 

当社 取締役就任 

当社 代表取締役社長就任（現任） 

(注)１ (注)３ 80,000 

取締役 専務 後藤 和廣 1948年11月12日 

1971年４月 

1975年２月 

 

2001年４月 

2012年４月 

 

2013年11月 

2016年10月 

2016年10月 

豊正工業株式会社入社 

柏原塗研工業株式会社（株式会社カシワバ

ラコーポレーション）入社 

同社関西支社設立 取締役就任 

株式会社鈴鹿電工（現スズカ電工株式会

社）入社 

同社 取締役就任 

同社 取締役退任 

当社 専務取締役就任（現任） 

(注)１ (注)３ － 

取締役 ― 佐々木 美彦 1957年２月13日 

1980年４月 

1985年８月 

1987年９月 

 

1991年７月 

 

2000年１月 

2002年11月 

2005年６月 

2011年４月 

2014年９月 

2016年４月 

2020年２月 

 

ソニーマーケティング株式会社入社 

株式会社ハミルトンエキスプレス入社 

株式会社ファーストエンタープライズ 取

締役就任 

有限会社グローバル・ファウンデーション 

代表取締役就任 

株式会社エム・シー・アンド・ピー入社 

株式会社あ・うん入社 

グラボテック株式会社 代表取締役就任 

藤田珈琲株式会社入社 

スズカ電工株式会社入社 

当社設立 代表取締役就任 

当社 代表取締役辞任 

当社 取締役（現任） 

(注)１ (注)３ － 

監査役 ― 池田 正樹 1947年３月21日 

1969年４月 

1985年７月 

2014年８月 

2018年６月 

太陽工藤工事株式会社入社 

住友電設株式会社入社 

スズカ電工株式会社入社 

当社 監査役就任（現任） 

(注)２ (注)３ － 

計 80,000 

(注) １． 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。 

    ２． 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。 

   ３． 2019年12月期における役員報酬の総額は、25,760千円を支給しております。 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

    当社は、コーポレート・ガバナンスを企業経営の重要事項と位置づけております。株主をはじめ多

様なステークホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たしながら事業活動を行うこ

とが、長期的な業績向上や持続的成長といった、企業としての目標の達成にとって最重要課題のひと

つと考えております。 

コーポレート・ガバナンスの機能を充実させ、透明性と公正性の高い経営を確立することは、当社の

重要な基本的責務であります。このため、当社は取締役会を中心とした経営監督・統治機能を強化し、

内部統制・リスク管理等の諸問題に対処するため、コーポレート・ガバナンス体制を整備し、持続的発

展を第一義に考えた事業運営を行うこととしております。 

 

  ② 会社の機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制について 

１）取締役会 

     当社の取締役会は、取締役３名で構成されております。取締役会は、法令、定款及び株主総会決

議に基づき、職務権限規程、取締役会規程その他の当社規程等の会社運営の基礎となる諸基準を整備

し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。なお、定例取締役会は毎月１回、そ

の他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。取締役は、

会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締役の職務

執行を監督しております。 

２）監査役 

      当社は、監査役制度を採用しており、１名で構成されております。監査役は取締役会に出席し、

取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べるなどして取締役の業務執行状

況を適正に監査しております。 

 

３）会計監査 

当社は、監査法人ハイビスカスと監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関す

る有価証券上場規程の特例」第110条第５項の規定に基づき監査を受けております。 

監査を執行した公認会計士は、堀俊介氏、北村ルミ子氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７

年以内であります。また、当該監査にかかる補助者は、公認会計士２名であります。なお、当社と監

査に従事する公認会計士及びその補助者との間に特別の利害関係はありません。 
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当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 内部統制システムの整備の状況について 

 当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織や担当者に業務

や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 

       

  ④ 内部監査及び監査役の状況について 

  当社は、役員及び従業員が法令、経営方針及び社内規程等を遵守し、業務を適切に遂行しているか

を検証・評価し、必要に応じて指導・助言することにより事業の改善を図るべく、内部監査担当者

（４名）を配置し、代表取締役の指示により、各部門の内部監査を実施しております。 

  各部の監査結果及び改善点につきましては、内部監査責任者より、代表取締役に対し報告書及び改

善指示書を提出する体制をとっております。 

  また、内部監査責任者と監査役は、随時情報交換をしており、それぞれの監査過程で発見された事

項に関する情報を共有することにより、全社的な業務改善に連携して取り組んでおります。 

  なお、内部監査責任者と監査役は、監査法人とも定期的に意見交換を実施しており、各監査を有機

的に連携させることにより、各監査の実効性及び効率性の向上を図るとともに、当社の業務の適正性

に努めております。 

 

⑤ リスク管理体制の整備の状況 

  当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っております。

また、当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判

断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 

株主総会 

監査法人 

監査役 代表取締役 

取締役会 

内部監査担当 

各 部 門 

会計監査 

選任・解任 報告 選任・解任 

連携 

選定・解職 

・監督 

連携 
報告 

指示 監査 

報告 連携 

指示 監査 報告 

(監査対象部門) 
（社内） 
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⑥ 役員報酬の内容 

役 員 区 分 
報酬等の総額 

（千円） 

報酬等の種類別の

総額（千円） 対象となる役員の

員数（人） 
基本報酬 

取 締 役 22,800 22,800 ３ 

監 査 役 2,960 2,960 １ 

 

⑦ 社外取締役及び社外監査役の状況 

  当社は、社外取締役及び社外監査役の重要性については認識しておりますが、当社の経営規模、体

制を総合的に勘案すると、ガバナンス機能は十分に機能する体制が整っていると認識しており、社外

取締役及び社外監査役を設置しておりません。しかしながら、当社といたしましては、更に経営の透

明性を向上させるため、経営における社外取締役及び社外監査役の役割について十分な議論と検証を

重ね、積極的に設置の検討を行ってまいりたいと存じます。 

 

⑧ 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わ

せて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利害を害すること

のないように対応いたします。関連事業者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といた

します。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の

利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 

 

⑨ 取締役及び監査役の定数 

 当社は、取締役を５名以内、監査役を３名以内とする旨を定款に定めております。 

 

⑩ 取締役の選任決議要件 

当社の取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定

めております。 

 

⑪ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件

について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。 

 

⑫ 自己株式の取得 

当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会

社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得するこ
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とができる旨を定款に定めております。 

 

⑬ 取締役及び監査役の責任免除 

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426

条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監

査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除でき

る旨を定款に定めております。 

 

⑭ 責任限定契約の内容の概要 

  当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び

監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契

約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款で定めております。なお、本発行者情報

公表日現在において、契約締結はなされておりません。 

 

⑮ 中間配当に関する事項 

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締

役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めており

ます。 

 

 

（２）【監査報酬の内容等】 

① 【監査法人に対する報酬の内容】  

区分 
最近事業年度 

監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円) 

発行者 4,800 ― 

 

② 【その他重要な報酬の内容】 

 該当事項はありません。 

 

③ 【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

 該当事項はありません。 

 

④ 【監査報酬の決定方針】 

 当社の事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。 
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第６ 【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

(１) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）に基づいて作成しております。 

（２）当社の財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券

上場規程の特例」第110条第６項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 

 

２．中間財務諸表の作成方法について 

（１）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵

省令第38号）に基づいて作成しております。 

（２）当社の中間財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の

特例」第110条第６項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる会計

基準に準拠しております。 

 

３．監査証明について 

（１）当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第

110条第５項の規定に基づき、当社の当事業年度（2019年１月１日から2019年12月31日まで）の財

務諸表について、監査法人ハイビスカスの監査を受けております。 

（２）当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条

第５項の規定に基づき当中間会計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）の中間財務諸表に

ついて、監査法人ハイビスカスにより中間監査を受けております。 

 

４．連結財務諸表及び中間連結財務諸表について 

  当社は子会社がありませんので、連結財務諸表及び中間連結財務諸表は作成しておりません。 
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【財務諸表等】 

(１) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(2018年12月31日) 
当事業年度 

(2019年12月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 74,528 120,052 

  受取手形 5,600 2,781 

  売掛金 202,646 230,287 

  完成工事未収入金 111,306 46,819 

  未成工事支出金 18,468 1,228 

  原材料及び貯蔵品 ― 2,898 

  前渡金 76 16,928 

  前払費用 3,356 1,920 

  その他 24,919 20,438 

  流動資産合計 440,902 443,354 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※１ 4,483 ※１ 4,126 

   工具、器具及び備品（純額） ※１  668 ※１  818  

   有形固定資産合計 ※１ 5,152   ※１ 4,945 

  無形固定資産   

   ソフトウェア 1,328 3,449 

   その他 270 ― 

   無形固定資産合計 1,598 3,449 

  投資その他の資産   

   出資金 6 6 

   関係会社出資金 100 ― 

   繰延税金資産 40,409 4,201 

   その他 15,299 18,012 

   投資その他の資産合計 55,814 22,220 

  固定資産合計 62,566 30,615 

 資産合計 503,468 473,970 
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 (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2018年12月31日) 
当事業年度 

(2019年12月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 111,814 67,820 

  工事未払金 48,317 16,948 

  短期借入金 ― 16,000 

  １年内返済予定の長期借入金 13,124 13,631 

  未払金 17,062 7,246 

  未払費用 4,205 7,819 

  未払法人税等 668 9,649 

  未払消費税等 ― 14,733 

  未成工事受入金 11,619 1,980 

  預り金 275 3,556 

  賞与引当金 5,219 5,051 

  流動負債合計 212,307 164,437 

 固定負債   

  長期借入金 314,977 251,050 

  固定負債合計 314,977 251,050 

 負債合計 527,285 415,487 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 40,000 40,000 

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △63,816 18,482 

   利益剰余金合計 △63,816 18,482 

  株主資本合計 △23,816 58,482 

 純資産合計 △23,816 58,482 

負債純資産合計 503,468 473,970 
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【中間貸借対照表】 

(単位：千円) 

  
当中間会計期間 

(2020年６月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金  160,050 

  受取手形   ※２   867 

  売掛金  ※２ 209,197 

  完成工事未収入金  ※２  35,715 

  未成工事支出金  8,923 

  前渡金  330 

  前払費用  2,960 

  貸倒引当金  △278 

  その他  4,985 

  流動資産合計  422,752 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額）  ※１  5,928 

   工具、器具及び備品（純額）  ※１  2,581  

   有形固定資産合計    ※１  8,509 

  無形固定資産   

   ソフトウェア  3,120 

   無形固定資産合計  3,120 

  投資その他の資産   

   出資金  6 

   長期前払費用  180 

   繰延税金資産  6,467 

   その他  20,161 

   投資その他の資産合計  26,815 

  固定資産合計  38,446 

 資産合計  461,198 
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 (単位：千円) 

  
当中間会計期間 

(2020年６月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金  60,890 

  工事未払金  10,373 

  短期借入金  ※２ 150,000 

  １年内返済予定の長期借入金  ※２  21,996 

  未払金  5,991 

  未払費用  20,124 

  未払法人税等  7,242 

  未払消費税等  8,749 

  未成工事受入金  2,459 

  預り金  2,981 

  賞与引当金  6,436 

  流動負債合計  297,244 

 固定負債   

  長期借入金  ※２  86,171 

  固定負債合計  86,171 

 負債合計  383,415 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金  40,000 

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金  37,782 

   利益剰余金合計  37,782 

  株主資本合計  77,782 

 純資産合計  77,782 

負債純資産合計  461,198 
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② 【損益計算書】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2018年１月１日 
至 2018年12月31日) 

当事業年度 
(自 2019年１月１日 
至 2019年12月31日) 

 売上高   

  完成工事高 611,558 434,417 

  売電事業売上高 925,679 1,159,530 

  売上高合計  1,537,237 1,593,947 

 売上原価   

  完成工事原価 397,158 348,449 

  売電事業売上原価 927,103 991,610 

  売上原価合計 1,324,261 1,340,060 

 売上総利益 212,976 253,887 

 販売費及び一般管理費  ※１ 192,312  ※１ 203,735 

 営業利益 20,663 50,151 

 営業外収益   

  受取利息 31 29 

  廃棄物処分収入 1,516 204 

  助成金収入 372 696 

  その他 482 478 

  営業外収益合計 2,402 1,409 

 営業外費用   

  支払利息 2,794 2,949 

  営業外費用合計 2,794 2,949 

 経常利益 20,271 48,611 

 特別利益   

  関係会社出資金売却益 ― 79,900 

  特別利益合計 ― 79,900 

 特別損失   

  固定資産除却損  ※２    67 ― 

  特別損失合計 67 ― 

 税引前当期純利益 20,203 128,511 

 法人税、住民税及び事業税 1,302 10,003 

 法人税等調整額 △40,409 36,208 

 法人税等合計 △39,107 46,211 

 当期純利益 59,311 82,299 
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    【完成工事原価明細書】  

（単位：千円） 

（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。  

 

 

【売電事業売上原価明細書】  

（単位：千円） 

 

  

 
前事業年度 

(自 2018年１月１日 
至 2018 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 2019年１月１日 
至 2019 年 12 月 31 日) 

材料費 178,986 105,954 

外注費 147,740 172,942 

経費 70,431 69,552 

うち人件費 54,706 52,609 

 合計 397,158 348,449 

 
前事業年度 

(自 2018年１月１日 
至 2018 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 2019年１月１日 
至 2019 年 12 月 31 日) 

仕入高 597,534 620,764 

外注費 295,559 335,279 

経費 34,009 35,565 

 うち支払手数料 22,462 28,676 

 合計 927,103 991,610 



 - 43 - 

 

【中間損益計算書】 

(単位：千円) 

  
当中間会計期間 

(自 2020年１月１日 
至 2020年６月30日) 

 売上高   

  完成工事高  129,262 

  売電事業売上高  540,310 

  売上高合計  669,572 

 売上原価   

  完成工事原価  112,865 

  売電事業売上原価  410,597 

  売上原価合計  523,462 

 売上総利益  146,110 

 販売費及び一般管理費  117,329 

 営業利益  28,781 

 営業外収益   

  受取利息  0 

  助成金収入  345 

  補助金収入  847 

  手数料収入  758 

  その他  614 

  営業外収益合計  2,567 

 営業外費用   

  支払利息  1,627 

  支払手数料  2,665 

  その他  157 

  営業外費用合計  4,449 

 経常利益  26,898 

 特別損失   

  固定資産除却損  ※１  2,622 

  特別損失合計  2,622 

 税引前中間純利益  24,275 

 法人税、住民税及び事業税  7,242 

 法人税等調整額  △2,266 

 法人税等合計  4,976 

 中間純利益  19,299 
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    ③ 【株主資本等変動計算書】 

    前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） 

(単位：千円) 

 

株主資本 

純資産額合計 
資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他利益剰余金 

利益剰余金合計 
繰越利益剰余金 

当期首残高 40,000 △123,127 △123,127 △83,127 △83,127 

当期変動額      

 当期純利益  59,311 59,311 59,311 59,311 

 株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額） 

     

当期変動額合計 ― 59,311 59,311 59,311 59,311 

当期末残高 40,000 △63,816 △63,816 △23,816 △23,816 

 

 

    当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） 

(単位：千円) 

 

株主資本 

純資産額合計 
資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他利益剰余金 

利益剰余金合計 
繰越利益剰余金 

当期首残高 40,000 △63,816 △63,816 △23,816 △23,816 

当期変動額      

 当期純利益  82,299 82,299 82,299 82,299 

 株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額） 

     

当期変動額合計 ― 82,299 82,299 82,299 82,299 

当期末残高 40,000 18,482 18,482 58,482 58,482 
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    【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） 

(単位：千円) 

 

株主資本 

純資産額合計 
資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他利益剰余金 

利益剰余金合計 
繰越利益剰余金 

当期首残高 40,000 18,482 18,482 58,482 58,482 

当中間期変動額      

 中間純利益  19,299 19,299 19,299 19,299 

 株主資本以外の項

目の当中間期変動

額（純額） 

     

当中間期変動額合計 ― 19,299 19,299 19,299 19,299 

当中間期末残高 40,000 37,782 37,782 77,782 77,782 
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 ④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2018年１月１日 
至 2018年12月31日) 

当事業年度 
(自 2019年１月１日 
至 2019年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 20,203 128,511 

 減価償却費 974 1,195 

 賞与引当金の増減額(△は減少) 387 △168 

 受取利息 △31 △29 

 助成金収入 △372 △696 

 支払利息 2,794 2,949 

 固定資産除却損 67 ― 

 子会社出資金売却益 ― △79,900 

 売上債権の増減額（△は増加） △173,164 30,025 

 未成工事支出金の増減額（△は増加） 5,403 17,240 

 差入保証金の増減額（△は増加） △8,200 △13,651 

 仕入債務の増減額（△は減少） 107,677 △92,214 

 未収消費税等の増減額（△は増加） △9,286 9,097 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △48,775 14,733 

 その他 △14,169 △937 

 小計 △116,490 16,154 

 利息及び配当金の受取額 31 29 

 助成金の受取額 372 696 

 利息の支払額 △2,794 △2,949 

 法人税等の還付額 ― 2,882 

 法人税等の支払額 △9,543 △1,023 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △128,425 15,790 

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 △2,474 △559 

 有形固定資産の売却による収入 2,558 ― 

 無形固定資産の取得による支出 △200 △2,280 

 子会社出資金の売却による収入 ― 80,000 

 その他 1,344 △6 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,227 77,154 

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） ― 16,000 

 長期借入れによる収入 181,869 ― 

 長期借入金の返済による支出 ― △63,420 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 181,869 △47,420 

 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 54,671 45,524 

 現金及び現金同等物の期首残高 19,856 74,528 

 現金及び現金同等物の期末残高 ※１  74,528 ※１ 120,052 
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【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 

(単位：千円) 

  
当中間会計期間 

(自 2020年１月１日 
至 2020年６月１日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益  24,275 

 減価償却費  1,145 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  278 

 賞与引当金の増減額（△は減少）  1,385 

 受取利息  △0 

 助成金収入  △345 

 補助金収入  △847 

 支払利息  1,627 

 支払手数料  2,665 

 固定資産除却損  2,622 

 売上債権の増減額（△は増加）  34,587 

 未成工事支出金の増減額（△は増加）  △7,695 

 差入保証金の増減額（△は増加）  15,759 

 仕入債務の増減額（△は減少）  3,092 

 未払消費税等の増減額（△は減少）  △5,983 

 その他  12,980 

 小計  85,547 

 利息の受取額  0 

 助成金の受取額  345 

 補助金の受取額  847 

 利息の支払額  △2,065 

 法人税等の支払額  △9,649 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  75,026 

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  △6,886 

 無形固定資産の取得による支出  △117 

 その他  △2,845 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △9,849 

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）  134,000 

  長期借入れによる収入  110,000 

  長期借入金の返済による支出  △266,514 

  その他  △2,665 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △25,179 

 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  39,997 

 現金及び現金同等物の期首残高  120,052 

 現金及び現金同等物の中間期末残高  ※１ 160,050 
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 【注記事項】 

(重要な会計方針) 

１． たな卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金    

個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

を採用しております。 

 

２． 固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

建物は定額法を採用しております。（耐用年数10年又は15年） 

工具、器具及び備品は定率法を採用しております。（耐用年数は３年又は６年） 

 （２）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいております。 

  

３． 引当金の計上基準 

  賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度末における支給見込額を計上してお

ります。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

  完成工事高及び完成工事原価の計上基準    

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約に

ついては工事進行基準（工事進捗の見積りは原価比例法）を適用し、その他の工事契約については

工事完成基準を適用しております。 

 

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。 

 

６．その他財務諸表作成のための基本となる事項 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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（未適用の会計基準等） 

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日） 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日） 

①概要 

 収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。 

  ステップ１：顧客との契約を識別する。 

  ステップ２：契約における履行義務を識別する。 

  ステップ３：取引価格を算定する。 

  ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

  ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

②適用予定日 

 2022年12月期の期首より適用予定であります。 

③当該会計基準等の適用による影響 

 影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。 

 

(追加情報) 

 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて 

 新型コロナウイルス感染症の収束時期はいまだ不透明であり、先の見通しが困難なところではありま

すが、2020年度の電力販売量及び工事受注高についてマイナス影響が生じているものの、収益力を大き

く変化させるほどの影響はないと想定して、繰延税金資産の回収可能性等を検討しております。 

 ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大及び長期化により電力需要等に大きな影響を与える場合に

は、繰延税金資産の回収可能性等の判断に影響を及ぼし、翌事業年度の経営成績に重要な影響を与える

可能性があります。 
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（貸借対照表関係) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 
前事業年度 

(2018年12月31日) 
当事業年度 

(2019年12月31日) 

建物 417 千円 774千円 

工具、器具及び備品 971 千円 1,380千円 

計 1,388 千円 2,155千円 

 

   ２ 保証債務 

   下記の会社による金融機関からの借入金及び社債の発行に対して、次のとおり債務保証を行って

おります。 

 
前事業年度 

(2018年12月31日) 
当事業年度 

(2019年12月31日) 

スズカ電工株式会社 312,279 千円 ― 

計 312,279 千円 ― 

 

（損益計算書関係） 

※１ 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。 

 
前事業年度 

(自 2018年１月１日 
 至 2018年12月31日) 

当事業年度 
(自 2019年１月１日 

 至 2019年12月31日) 

役員報酬 24,280 千円 25,760千円 

給料手当 64,495 千円 76,334千円 

賞与引当金繰入額 5,219 千円 3,888千円 

   

おおよその割合   

 販売費 36.1％ 34.0％ 

 一般管理費 63.9％ 66.0％ 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 2018年１月１日 
  至 2018年12月31日) 

当事業年度 
(自 2019年１月１日 

  至 2019年12月31日) 

工具、器具及び備品 67 千円 ― 

計 67 千円 ― 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） 

１． 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 800 ― ― 800 

合 計 800 ― ― 800 

 

２． 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４． 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度 （自 2019 年１月１日 至 2019 年 12 月 31 日） 

１． 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 800 79,200 ― 80,000 

合 計 800 79,200 ― 80,000 

（変動事由の概要） 

 2019年３月26日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施したことによる増加であります。 

 

２． 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４． 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載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。 

 

 
前事業年度 

(自  2018年 1月 1日 
至  2018年12月31日) 

当事業年度 
(自  2019年 1月 1日 
至  2019年12月31日) 

現金及び預金 74,528千円 120,052千円 

現金及び現金同等物 74,528千円 120,052千円 

 

 

(リース取引関係) 

１．ファイナンス・リース取引 

  該当事項はありません。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に関する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、金融機関からの借入により資金を調達

する方針であります。なお、デリバティブ等の投機的な取引は行っておりません。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。 

営業債務である買掛金は、そのほとんどが２か月以内の支払期日であります。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

  ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、支払遅延の早期把握や回収リスクの

軽減を図っております。 

 

  ② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、管理部が適時に資金計画を作成、更新するとともに、手元流動性の維持等により、流

動性リスクを管理しております。 

 

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません（（注２）を参照くださ

い。）。 

前事業年度（2018年12月31日） 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

（１）現金及び預金 74,528 74,528 ― 

（２）受取手形 5,600 5,600 ― 

（３）売掛金 202,646 202,646 ― 

（４）完成工事未収入金 111,306 111,306 ― 

資 産 計 394,081 394,081 ― 

（１）買掛金 111,814 111,814 ― 

（２）工事未払金 48,317 48,317 ― 

（３）短期借入金 ― ―  

（４）未払金 17,062 17,062 ― 

（５）未払費用 4,205 4,205 ― 

（６）未払法人税等 668 668 ― 

（７）未成工事受入金 11,619 11,619 ― 

（８）長期借入金(１年内返済予定 

   を含む） 
328,101 312,644 △15,457 

負 債 計 521,790 506,333 △15,457 

 

  当事業年度（2019年12月31日） 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

（１）現金及び預金 120,052 120,052 ― 

（２）受取手形 2,781 2,781 ― 

（３）売掛金 230,287 230,287 ― 

（４）完成工事未収入金 46,819 46,819 ― 

資 産 計 399,940 399,940 ― 

（１）買掛金 67,820 67,820 ― 

（２）工事未払金 16,948 16,948 ― 

（３）短期借入金 16,000 16,000 ― 

（４）未払金 7,246 7,246 ― 

（５）未払費用 7,819 7,819 ― 

（６）未払法人税等 9,649 9,649 ― 

（７）未成工事受入金 1,980 1,980 ― 

（８）長期借入金（１年内返済予定

を含む） 
264,681 247,478 △17,203 

負 債 計 392,147 374,944 △17,203 
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（注１）金融商品の時価の算定方法 

    資 産 

  （１）現金及び預金、（２）受取手形、（３）売掛金、（４）完成工事未収入金 

    これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該

帳簿価格によっております。 

    負 債 

  （１）買掛金、（２）工事未払金、（３）短期借入金、（４）未払金、（５）未払費用、（６）未

払法人税等、（７）未成工事受入金 

     これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該

帳簿価格によっております。 

  （８）長期借入金（１年内返済予定を含む） 

    長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様に借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 

  （単位：千円） 

区分 2018年12月31日 2019年12月31日 

出資金 6 6 

関係会社出資金 100 ― 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表に

は含めておりません。 

 

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額 

   前事業年度（2018年12月31日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 74,528 ― ― ― 

受取手形 5,600 ― ― ― 

売掛金 202,646 ― ― ― 

完成工事未収入金 111,306 ― ― ― 

合計 394,081 ― ― ― 
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当事業年度（2019年12月31日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 120,052 ― ― ― 

受取手形 2,781 ― ― ― 

売掛金 230,287 ― ― ― 

完成工事未収入金 46,819 ― ― ― 

合計 399,940 ― ― ― 

 

（注４）短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額 

   前事業年度（2018年12月31日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

２年以内 

（千円） 

２年超 

３年以内 

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

４年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

長期借入金 13,124 13,124 13,124 13,124 13,124 262,481 

 

当事業年度（2019年12月31日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

２年以内 

（千円） 

２年超 

３年以内 

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

４年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

短期借入金 16,000 ― ― ― ― ― 

長期借入金 13,631 13,631 13,631 13,631 13,631 196,523 

計 29,631 13,631 13,631 13,631 13,631 196,523 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前事業年度 

（2018年12月31日） 

当事業年度 

（2019年12月31日） 

繰延税金資産   

 未払事業税 

 賞与引当金 

― 

2,016千円 

2,250千円 

1,951千円 

 繰越欠損金 38,469千円 ― 

繰延税金資産小計 40,485千円 4,201千円 

評価性引当額 ― ― 

繰延税金資産合計 40,485千円 4,201千円 

 

繰延税金負債   

 未収事業税 △76千円 ― 

繰延税金負債合計 △76千円 ― 

繰延税金資産純額 40,409千円 4,201千円 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

 前事業年度 

（2018年12月31日） 

当事業年度 

（2019年12月31日） 

法定実効税率 33.60％ 33.58％ 

（調整）   

住民税均等割等 2.93％ 0.46％ 

過年度法人税等の戻入額 △229.91％ ― 

軽減税率の適用 

税額控除 

その他 

― 

― 

△0.19％ 

0.53％ 

0.52％ 

0.87％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △193.56％ 35.96％ 

  

 

（資産除去債務関係） 

 当社は、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務を有して

おりますが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転計画もないこと

から、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務

を計上しておりません。 
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（セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

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

であります。当社は、電力小売を主な内容としたエネルギーマネジメント事業、ビル、マンション

等の電気設備の改修・省エネ化工事を行うエンジニアリング事業を営んでおります。当社は事業ご

とに包括的事業戦略を立案可能な管理体制とし、事業活動を展開しております。従いまして、当社

は、「エネルギーマネジメント」及び「エンジニアリング」の２つを報告セグメントとしておりま

す。 

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

   エネルギーマネジメント：小売電気事業、エネルギーコンサルティング等 

エンジニアリング：省エネ改修工事、幹線改修工事、防犯セキュリティ工事等 

２. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

   報告している事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一

であります。また、報告セグメントの利益は営業利益をベースとした数値であります。 

３. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） 

 （単位：千円） 

 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

財務諸表 

計上額 
エネルギー 

マネジメント 

エンジニア

リング 
計 

売上高      

 外部顧客への売上高 925,679 611,558 1,537,237 ― 1,537,237 

計 925,679 611,558 1,537,237 ― 1,537,237 

セグメント利益又は損

失(△) 
△65,946 163,851 97,904 △77,240 20,663 

セグメント資産 220,198 144,116 364,314 139,154 503,468 

その他の項目      

 減価償却費 229 ― 229 745 974 

 有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
200 ― 200 2,474 2,674 

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益の調整額△77,240千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

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）セグメント資産の調整額139,154千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産でありま

す。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金であります。 
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（注）２．セグメント利益又は損失(△)は、損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） 

 （単位：千円） 

 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

財務諸表 

計上額 
エネルギー 

マネジメント 

エンジニア

リング 
計 

売上高      

 外部顧客への売上高 1,159,530 434,417 1,593,947 ― 1,593,947 

計 1,159,530 434,417 1,593,947 ― 1,593,947 

セグメント利益 117,860 23,690 141,550 △91,399 50,151 

セグメント資産 287,903 53,757 341,661 132,308 473,970 

その他の項目      

 減価償却費 462 ― 462 732 1,195 

 有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
2,550 ― 2,550 559 3,109 

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益の調整額△91,399千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

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）セグメント資産の調整額132,308千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産でありま

す。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金であります。 

（注）２．セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

【関連情報】 

前事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) 

１. 製品及びサービスごとの情報 

   セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２. 地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 ３. 主要な顧客ごとの情報 

 （単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

スズカ電工株式会社 358,972 
エンジニアリング 

エネルギーマネジメント 

 



 - 59 - 

当事業年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) 

１. 製品及びサービスごとの情報 

   セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２. 地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

（２）有形固定資産 

   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 ３. 主要な顧客ごとの情報 

 （単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

かんでんＥハウス株式会社 180,134 エンジニアリング 

   

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 
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【関連当事者情報】 

１. 関連当事者との取引 

財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 

（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)  

前事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) 

種類 

会社等

の名称

又は氏

名 

所在

地 

資本金

又は 

出資金 

(千円) 

事業の

内容又

は職業 

議決権

等の所

有(被所

有)割合

(％) 

関連当事者

との関係 

取引の

内容 

取引金額

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

親会社 
株式会社

乙司 

大阪府

茨木市 
3,000 投資事業 99.9 資金の借入 

資金の

借入 
231,869 

長期借

入金 
328,101 

（注）１．借入利息は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

（注）２．１年内返済予定額を含んでおります。 

（注）３．当社の親会社である株式会社乙司は、2018年12月25日付で当社取締役（当時）の米澤量登に

全株式を譲渡したことにより、関連当事者ではなくなっております。このため、取引金額は関

連当事者であった期間について記載し、期末残高は関連当事者でなくなった時点の残高を記載

しております。 

 

当事業年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) 

  該当事項はありません。 

 

２. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 当社の設立にあたり、株主として株式会社乙司より資金を調達、また前事業年度において運転資金

の借入を行っておりますが、前事業年度において同社が当社役員へ全株を譲渡したことにより、関連

当事者の対象から外れております。 
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（１株当たり情報) 

 
前事業年度 

(自  2018年１月１日 
至  2018年12月31日) 

当事業年度 
(自 2019年１月１日 
至  2019年12月31日) 

１株当たり純資産額 △297.71円 731.03円 

１株当たり当期純利益 741.38円 1,028.73円 

（注）１．当社は、2019年３月26日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行いましたが、前事業年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しておりま

す。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

(自  2018年１月１日 
 至  2018年12月31日) 

当事業年度 
(自  2019年１月１日 

 至  2019年12月31日) 

当期純利益 (千円) 59,311 82,299 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 59,311 82,299 

普通株式の期中平均株式数(株) 80,000 80,000 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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【注記事項】 

(重要な会計方針) 

１． たな卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金    

個別法による原価法（中間貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算

定）を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

建物は定額法を採用しております。（耐用年数 10 年又は 15 年） 

工具、器具及び備品は定率法を採用しております。（耐用年数は３年又は６年） 

 （２）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいております。 

  

３．引当金の計上基準 

 （１）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権 

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（２）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当中間会計期間末における支給見込額を計上し

ております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

  完成工事高及び完成工事原価の計上基準    

完成工事高の計上は、当中間会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

契約については工事進行基準（工事進捗の見積りは原価比例法）を適用し、その他の工事契約につ

いては工事完成基準を適用しております。 

 

５．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。 

 

６．その他中間財務諸表作成のための基本となる事項 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

（追加情報） 

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、現在においても継続しており、当社の事業活動にも一定の影響

を及ぼしております。当社は繰延税金資産の回収可能性等について会計上の見積りを行っておりますが、 
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前事業年度の（追加情報）「新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて」に記

載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定に重要な変更はありません。 

 

（中間貸借対照表関係) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   

 
当中間会計期間 
(2020年６月30日) 

建物  479千円 

工具、器具及び備品  1,850千円 

計  2,329千円 

    

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。 

 
 

当中間会計期間 
(2020年６月30日) 

受取手形  867千円 

売掛金  162,583千円 

完成工事未収入金  35,715千円 

計  199,165千円 

   

 
 

当中間会計期間 
(2020年６月30日) 

短期借入金  150,000千円 

１年内返済予定の長期借入金  21,996千円 

長期借入金  86,171千円 

計  258,167千円 

 

（中間損益計算書関係） 

※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

  
当中間会計期間 

(自 2020年１月１日 
 至 2020年６月30日) 

建物  2,622千円 

計  2,622千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 2020 年１月１日 至 2020 年６月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 80,000 ― ― 80,000 

合 計 80,000 ― ― 80,000 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載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。 

 

  
当中間会計期間 

(自 2020年１月１日 
 至 2020年６月30日) 

現金及び預金  160,050千円 

現金及び現金同等物  160,050千円 

 

(リース取引関係) 

１．ファイナンス・リース取引 

  該当事項はありません。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
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(金融商品関係) 

金融商品の時価等に関する事項 

 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません（（注２）を参照く

ださい。）。 

   

当中間会計期間（2020 年６月 30 日） 

 中間貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

（１）現金及び預金 160,050 160,050 ― 

（２）受取手形 867 867 ― 

（３）売掛金 

貸倒引当金（※） 

209,197 

△278 
 

 

 208,919 208,919 ― 

（４）完成工事未収入金 35,715 35,715 ― 

資 産 計 405,551 405,551 ― 

（１）買掛金 60,890 60,890 ― 

（２）工事未払金 10,373 10,373 ― 

（３）短期借入金 150,000 150,000 ― 

（４）未払金 5,991 5,991 ― 

（５）未払費用 20,124 20,124 ― 

（６）未払法人税等 7,242 7,242 ― 

（７）未成工事受入金 2,459 2,459 ― 

（８）長期借入金（１年内返済予定

を含む） 
108,167 108,167 ― 

負 債 計 365,249 365,249 ― 

（※）売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

    資 産 

  （１）現金及び預金、（２）受取手形、（３）売掛金、（４）完成工事未収入金 

    これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該

帳簿価格によっております。 

    負 債 

  （１）買掛金、（２）工事未払金、（３）短期借入金、（４）未払金、（５）未払費用、（６）未

払法人税等、（７）未成工事受入金 

     これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該

帳簿価格によっております。 
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  （８）長期借入金（１年内返済予定を含む） 

    長期借入金はすべて変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用

状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価格と近似していると考えられるた

め、当該帳簿価格によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額 

 （単位：千円） 

区分 2020年６月30日 

出資金 6 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表に

は含めておりません。 

 

（資産除去債務関係） 

 当社は、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務を有して

おりますが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転計画もないこと

から、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務

を計上しておりません。 

 

（セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

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

であります。当社は、電力小売を主な内容としたエネルギーマネジメント事業、ビル、マンション

等の電気設備の改修・省エネ化工事を行うエンジニアリング事業を営んでおります。当社は事業ご

とに包括的事業戦略を立案可能な管理体制とし、事業活動を展開しております。従いまして、当社

は、「エネルギーマネジメント」及び「エンジニアリング」の２つを報告セグメントとしておりま

す。 

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

   エネルギーマネジメント：小売電気事業、エネルギーコンサルティング等 

エンジニアリング：省エネ改修工事、幹線改修工事、防犯セキュリティ工事等 

２. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

   報告している事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一

であります。また、報告セグメントの利益は営業利益をベースとした数値であります。 
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３. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当中間会計期間（自 2020 年１月１日 至 2020 年６月 30 日） 

 （単位：千円） 

 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

財務諸表 

計上額 
エネルギー 

マネジメント 

エンジニア

リング 
計 

売上高      

 外部顧客への売上高 540,310 129,262 669,572 ― 669,572 

計 540,310 129,262 669,572 ― 669,572 

セグメント利益又は 

損失（△） 
101,137 △15,926 85,211 △56,429 28,781 

セグメント資産 226,234 53,360 279,594 181,603 461,198 

その他の項目      

 減価償却費 462 ― 462 683 1,145 

 有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
― ― ― 7,004 7,004 

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益の調整額△56,429 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

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）セグメント資産の調整額 181,603 千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり

ます。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金であります。 

（注）２．セグメント利益は、中間損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

【関連情報】 

当中間会計期間（自 2020 年１月１日 至 2020 年６月 30 日） 

１. 製品及びサービスごとの情報 

   セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２. 地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

（２）有形固定資産 

   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 ３. 主要な顧客ごとの情報 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

該当事項はありません。 
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

 
当中間会計期間 

(自  2020年１月１日 
至  2020年６月30日) 

１株当たり純資産額 972.28円 

１株当たり中間純利益 241.24円 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
当中間会計期間 

(自  2020年１月１日 
至  2020年６月30日) 

中間純利益 (千円) 19,299 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

普通株式に係る中間純利益 (千円) 19,299 

普通株式の期中平均株式数(株) 80,000 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

 

【有形固定資産等明細表】 

資産の種類 
当期首残高 

(千円) 

当期増加額 

(千円) 

当期減少額 

(千円) 

当期末残高 

(千円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額 

(千円) 

当期償却額 

(千円) 

差引当期末
残高 

(千円) 

有形固定資産        

 建物 4,901 ― ― 4,901 774 357 4,126 

 工具、器具及び

備品 

1,640 

 

559 

 

― 

 

2,199 

 

1,380 

 

409 

 

818 

 

有形固定資産計 6,541 559 ― 7,100 2,155 766 4,945 

無形固定資産        

 ソフトウェア 1,720 2,550 ― 4,270 820 429 3,449 

 その他 270 2,280 2,550 ― ― ― ― 

無形固定資産計 1,990 4,830 2,550 4,270 820 429 3,449 

 （注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

     ソフトウェア     需給管理システム  2,550千円 

     

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

 

【借入金等明細表】 

区分 
当期首残高 

(千円) 
当期末残高 

(千円) 
平均利率 

(％) 
返済期限 

短期借入金 ― 16,000 1.475 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 13,124 13,631 1.0 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

314,977 251,050 1.0 2039年５月31日 

合計 328,101 280,681 ― ― 

(注) １． 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２． 長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額 

 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 13,631 13,631 13,631 13,631 
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【引当金明細表】 

区分 
当期首残高 

(千円) 
当期増加額 

(千円) 

当期減少額 
（目的使用） 

(千円) 

当期減少額 
（その他） 

(千円) 

当期末残高 
(千円) 

賞与引当金 5,219 5,051 5,219 ― 5,051 

 

【資産除去債務明細表】 

該当事項はありません。 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

区分 金額(千円) 

現金 167 

預金  

普通預金 

定期預金 

103,884 

16,000 

計 119,884 

合計 120,052 

 

② 受取手形 

（イ）相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

矢作建設工業株式会社 

株式会社小野工建 

旭技建株式会社 

1,400 

800 

581 

合計 2,781 

（ロ）期日別内訳 

期日 金額(千円) 

2020年１月16日 308 

2020年１月25日 800 

2020年１月30日 1,400 

2020年２月16日 273 

合計 2,781 

 

③ 売掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

エールシステムズ株式会社 5,797 

医療法人社団つかさ会 3,740 

ＳＹＳリゾートマネジメント合同会社 3,154 

株式会社新井製作所 2,564 
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イーストコート４番街管理組合 2,498 

その他需要家（1,618件） 210,624 

電力会社（７件） 1,908 

合計 230,287 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

当期首残高(千円) 
 

(Ａ) 

当期発生高(千円) 
 

(Ｂ) 

当期回収高(千円) 
 

(Ｃ) 

当期末残高(千円) 
 

(Ｄ) 

回収率(％) 
 

(Ｃ) 
×100 

(Ａ)＋(Ｂ) 
 

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 

２ 
(Ｂ) 
365 

 

202,646 1,370,178 1,342,537 230,287 85.4 57.7 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

 

④ 完成工事未収入金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

かんでんＥハウス株式会社 20,240 

高分子株式会社 

株式会社カシワバラ・コーポレーション 

8,197 

4,047 

日本ハウズイング株式会社 2,640 

ＴＯＨＯ株式会社 

マンション管理組合（16件）  

2,318 

3,748 

その他（11件） 5,626 

合計 46,819 

 

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況 

当期首残高(千円) 
 

(Ａ) 

当期発生高(千円) 
 

(Ｂ) 

当期回収高(千円) 
 

(Ｃ) 

当期末残高(千円) 
 

(Ｄ) 

回収率(％) 
 

(Ｃ) 
×100 

(Ａ)＋(Ｂ) 
 

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 

２ 
(Ｂ) 
365 

 

111,306 463,637 528,124 46,819 91.9 62.2 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 
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⑤ 未成工事支出金 

区分 金額(千円) 

 未成材料仕入高 302 

未成外注加工費 179 

未成従業員給与手当 645 

その他 100 

合計 1,228 

 

⑥ 原材料及び貯蔵品 

区分 金額(千円) 

 工事関連部材 2,898 

合計 2,898 

 

⑦ 買掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

一般社団法人低炭素投資促進機構 24,389 

関西電力株式会社 19,091 

株式会社ＪＥＲＡ 7,058 

東京電力パワーグリッド株式会社 3,501 

その他（80件） 13,780 

合計 67,820 

 

⑧ 工事未払金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

株式会社広栄電機設備 3,405 

武田電機産業 2,973 

平川電気 2,827 

因幡電機産業株式会社 2,565 

その他（24社） 5,176 

合計 16,948 
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⑨ 短期借入金 

 相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

株式会社みずほ銀行 16,000 

合計 16,000 

 

⑩ 長期借入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む） 

 相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

株式会社乙司 264,681 

合計 264,681 

 

 

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

 

第７ 【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第８ 【発行者の株式事務の概要】 

事業年度 毎年１月１日から12月31日まで 

定時株主総会 毎事業年度末の翌日から３か月以内 

基準日 毎年12月31日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 毎年６月30日、毎年12月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え(注)１  

  取扱場所 
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

株式会社アイ・アール ジャパン 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

株式会社アイ・アール ジャパン 

  取次所 株式会社アイ・アール ジャパン 本店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 該当事項はありません。 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

株式会社アイ・アール ジャパン 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

株式会社アイ・アール ジャパン 

  取次所 株式会社アイ・アール ジャパン 本店 

  買取手数料 無料 

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告としております。 

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ

ない場合は、日本経済新聞に掲載して行うこととしております。 

当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりです。 

https://kenep.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注)１．当社株式は、TOKYO PRO Marketへの上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に規定

する振替株式になることから、当該事項はなくなる予定です。 

   ２．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな

い旨を定款に定めております。 

会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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第二部 【特別情報】 

第１ 【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 

 

 

第三部 【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】 

該当事項はありません。 
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第四部 【株式公開情報】 

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】 

移動 
年月日 

移動前 
所有者の 

氏名又は名称 

移動前 
所有者の 

住所 

移動前 
所有者の 
発行者との 

関係等 

移動後 
所有者の氏名 

又は名称 

移動後 
所有者の 

住所 

移動後 
所有者の 

発行者との 
関係等 

移動 
株数 
(株) 

価格(単価) 
(円) 

移動理由 

2018年 

12月21日 
青木和博 

大阪府

大阪市

中央区 

― 

株式会社 

乙司 

代表取締役 

乙部成美 

大阪府 

茨木市 

特別利害

関係者等 
1 ― 

無償 

譲渡 

2018年 

12月25日 

株式会社 

乙司 

代表取締役 

乙部成美 

大阪府

茨木市 

特別利害

関係者等

（当社関

係会社） 

米澤 量登 
兵庫県 

芦屋市 

特別利害

関係者等

（当社取

締役） 

800 
39,200,000 

(49,000） 
譲渡 

 

(注) １．当社は、TOKYO PRO Marketへの上場を予定しております。同取引所が定める特定上場有価証券に関する

有価証券上場規程の特例第115条及び同規程施行規則第106条の規定において、当社は、上場日から５年

間、新規上場申請日の直前事業年度（上場日が属する事業年度の前事業年度をいい、当該上場日が決算

期の翌日から定時株主総会までの間に当たる場合には、上場日が属する事業年度の前々事業年度をいい

ます。）の末日（2019年12月31日）から起算して２年前（2018年１月１日）から上場日の前日までの期

間において、特別利害関係者等（従業員持株会社を除く。以下２．において同じ）が、当社の発行する

株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の募集、売出し、特定投資家向け取得勧誘及び特定投資

家向け売付け勧誘等を除き、新株予約権の行使を含む。）を行っている場合には、それらの状況に係る

記載内容についての記録を保存するものとされております。 

 

２．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。 

(１) 当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下、「役員等」という。）、

役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係

会社及びその役員 

(２) 当社の大株主上位10名 

(３) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員 

(４) 金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。）

並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社 

  

３．移動価格は、原則的評価方式を参考として、当事者間で協議の上決定した価格であります。 

 

４．2019年３月26日付で普通株式１株を100株に分割しておりますが、上記移動株数及び単価は、株式分割

前の移動株数及び単価で記載しております。 
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第２ 【第三者割当等の概況】 

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】 

  該当事項はありません。 

 

２ 【取得者の概況】 

    該当事項はありません。 

 

３ 【取得者の株式等の移動状況】 

    該当事項はありません。  
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第３ 【株主の状況】 

 

（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名） 

（注）２．特別利害関係者等（当社の代表取締役） 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対 

する所有株式数 

の割合(％) 

米澤 量登    （注１、２） 兵庫県芦屋市 80,000 100.00 

計 ― 80,000 100.00 






