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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】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

売上高 (千円) 2,429,965 1,789,350 1,280,341 2,273,085 844,454

経常損失(△) (千円) △31,525 △292,495 △399,757 △171,102 △272,124

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(千円) 70,075 △582,181 △161,314 △359,630 △348,374

包括利益 (千円) 150,593 △615,088 △253,109 △351,899 △347,038

純資産額 (千円) 852,092 261,758 495,449 19,272 39,184

総資産額 (千円) 2,049,931 2,159,403 1,995,055 731,377 277,349

１株当たり純資産額 (円) 257.80 28.52 90.26 4.59 6.61

１株当たり当期純利益
又は１株当たり
当期純損失(△)

(円) 33.17 △214.13 △56.80 △85.58 △73.31

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) 32.26 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 34.0 3.6 19.0 2.6 12.7

自己資本利益率 (％) 20.1 ― ― ― ―

株価収益率 (倍) 30.4 ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △495,677 32,148 △387,424 △6,080 △515,095

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 120,128 74,570 45,225 67,517 41,486

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 319,166 △108,597 253,876 187,399 145,855

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 282,049 280,098 191,710 440,384 112,610

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名) 24 26 25 26 27

 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第33期及び第36期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失のため記載し

ておりません。第34期及び第35期については、潜在株式は存在しないため記載しておりません。

３．第33期、第34期、第35期及び第36期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失のため

記載しておりません。

４．第33期、第34期、第35期及び第36期の株価収益率については、１株当たり当期純損失のため記載しておりま

せん。

５．従業員数は就業人員数を表示しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

会計期間 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

売上高 (千円) 102,895 84,330 70,974 62,941 44,653

経常損失(△) (千円) △161,366 △272,704 △250,711 △209,761 △345,414

当期純損失(△) (千円) △45,539 △470,914 △119,029 △430,537 △348,374

資本金 (千円) 997,449 1,009,884 1,253,319 1,253,319 1,434,776

発行済株式総数 (株) 2,702,173 2,752,173 4,202,173 4,202,173 5,317,473

純資産額 (千円) 614,111 107,178 450,187 19,272 39,184

総資産額 (千円) 822,690 518,525 512,505 334,418 76,496

１株当たり純資産額 (円) 227.21 38.92 107.13 4.59 6.61

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

１株当たり当期純損失
(△)

(円) △21.55 △173.97 △41.91 △102.46 △73.31

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 74.6 20.7 87.8 5.8 45.9

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名) 7 3 4 7 8

株主総利回り (％) 186.0 295.2 88.7 35.1 87.6

(比較指標：東証業種別
株価指数)

(％) (1,094.86) (1,328.09) (1,168.68) (952.88) (1,190.82)

最高株価 (円) 1,479 1,711 1,619 508 648

最低株価 (円) 437 657 303 165 180
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第32期及び第33期、第36期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失のた
め記載しておりません。第34期及び第35期については、潜在株式は存在しないため記載しておりません。

３．自己資本利益率は、当期純損失のため記載しておりません。
４．株価収益率は、１株当たり当期純損失のため記載しておりません。
５．第35期より表示方法の変更を行っており、第33期及び第34期の売上高については、組替え後の数値を記載し

ております。
６．従業員数は就業人員数を表示しております。
７．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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２ 【沿革】
 

年月 概要

1986年６月
省エネルギー事業を目的として東京都港区に株式会社省電舎を設立。エネルギー使用量削減保証
型省エネルギー事業に取り組む。

1997年２月 財団法人省エネルギーセンター「エスコ事業導入研究会」に参加。

1998年６月 自社開発製品「エコステップ」(CPU3段調光蛍光灯用電子安定器)の発売開始。

2001年４月 「ＥＳＣＯ推進協議会」に正会員として入会。

2001年５月 特定建設業(電気工事業)許可取得。

2002年12月 エスコ事業のエネルギー削減提案能力を拡大(節水)。

2003年１月 特定建設業(管工事業)許可取得。

2003年２月 大阪府大阪市に大阪オフィスを開設。

2003年６月 一級建築士事務所登録。

2003年12月
米国 FALCON WATERFREE TECHNOLOGIES，LLC と国内販売代理店契約を締結し、エスコ事業者につ
いて独占販売権取得。

2004年２月 エスコ事業のエネルギー削減提案能力を拡大(小型水力発電システム)。

2004年12月 東京証券取引所(マザーズ市場)に上場。

2005年６月 東京都地球温暖化対策ビジネス事業者登録(登録番号 EB-051001)。

2005年12月
総合的な環境ソリューションの提供を目的として、ファシリティ マネジメント事業を展開する
ファシリティ パートナーズ株式会社(旧商号 株式会社東京サポート社)を完全子会社化。

2005年12月 環境コンサルティング機能の強化を目的として、株式会社リサイクルワンと業務提携。

2006年７月 東京都中央区に東京オフィス開設。

2006年12月 本店所在地を東京都中央区に移転。

2007年５月 米国グアムにグアム支店設立。

2008年６月 株式会社エネルギーアドバンスとの業務提携に関する契約を締結。

2009年３月 ファシリティ パートナーズ株式会社株式の全部を譲渡。

2009年５月 三菱商事株式会社との業務提携に関する契約を締結。

2009年６月 本店所在地を東京都港区に移転。

2011年12月 再生可能エネルギー事業を推進するため、100％子会社ドライ・イー株式会社を設立。

2014年12月
インドネシアにおけるパームヤシ殻(Palm Kernel Shell:PKS)事業を推進するため、子会社
PT.SDS ENERGY INDONESIAを設立。

2015年８月 東京証券取引所　市場２部　に市場変更。

2016年10月
株式交換により株式会社エールを完全子会社化。これにより株式会社エールの子会社である株式
会社エールケンフォーを連結子会社化。

2017年６月 商号を「株式会社省電舎ホールディングス」に改称

2019年10月
株式会社エール株式の全部を譲渡したことにより株式会社エールと同社保有の株式会社エールケ
ンフォーが連結子会社より除外。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び子会社１社(連結子会社１社)で構成されております。

当社の主な事業の内容は省エネルギー事業の推進により、顧客企業にエネルギー・ソリューション・サービスの提

供を行っております。

子会社である株式会社省電舎は省エネルギー関連における設備導入、企画、設計、販売、施工及びコンサルティン

グ業務を行っております。

　また、当連結会計年度より、報告セグメントを単一セグメントに変更しております。詳細は、「第５　経理の状

況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 
事業系統図は次の通りとなっております。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

株式会社省電舎
東京都

港区
140,000

省エネルギー

関連事業
100

当社顧客、当社子会社顧客への省エネ

ルギー設備導入提案等

役員の兼任　　４名
 

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．株式会社省電舎は、特定子会社に該当しております。

３．株式会社省電舎については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％

を超えております。

４．株式会社省電舎は、債務超過会社で債務超過額の額は、2021年３月末時点で466,016千円となっておりま

す。

 
　　主な損益情報等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 株式会社省電舎

①売上高 815,400

②経常損失（△） △47,128

③当期純損失（△） △120,418

④純資産額 △466,016

⑤総資産額 216,735
 

 

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 2021年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

省エネルギー関連事業 19

全社（共通） 8

合計 27
 

(注) 従業員数は就業人員であります。
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(2) 提出会社の従業員の状況

2021年３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)

8 47.62 4.10 5,582
 

 

セグメントの名称 従業員数(名)

省エネルギー関連事業 ―

全社（共通） 8

合計 8
 

(注) １．従業員数は就業人員であります。

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

 
(3) 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２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。

 

(1)会社の対処すべき課題

① コーポレート・ガバナンスの充実

　　当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくた

めには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポ

レート・ガバナンスのあり方について、独立役員３名（社外取締役監査等委員）を選任して客観的かつ中立的な視点

から経営監視を依頼することなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外役員への情報

提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社として、グループ各社のコーポレート・ガバナンスを徹底する

ことで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全性を高めてまいります。

② 財務基盤の強化

　　当社は、長年に渡る事業赤字の計上、過年度決算訂正及び内部管理体制強化に係るコストなどが嵩んだことなど

により、2021年３月末における連結純資産は39百万円まで減少しており、経営成績のみによる連結純資産の急速な回

復は困難な状況であります。このため、当社グループが、業容拡大、収益力の強化を推し進めるためには、著しく減

少している連結純資産の増強が喫緊の課題であり、早期に新株発行による増資を行い、連結純資産の増強を目指しま

す。

③ 低コスト体制の徹底

　　企業間競争が進む中で、低コスト体制の徹底は極めて重要な課題と認識しております。当社グループでは、コス

ト管理に注力を続け、低コスト体制の強化に取り組んでまいります。

④ 人材の確保・育成

　　業績の回復、業容の拡大及び経営体質の強化を図っていく上で、優秀な人材の確保・育成は極めて重要なものと

認識しております。そこで、当社グループは、社員のスキル育成のための効果的な仕組みを構築するとともに、省エ

ネルギーシステム、設備構築を確実にマネジメントし、技術的な問題等を理解し、解決できる人材については積極的

に確保を図ってまいります。

⑤ 事業基盤の強化

　　当社グループでは、常に進展する技術等に対応し、より幅広い顧客層を開拓するため、パートナー企業とのより

強固な連携が課題となっております。特に、商材の開発及び顧客開拓においては、これまでの業務提携先、取引先等

と積極的な事業協力を行ってまいります。

 
(2)買収防衛策について

該当事項はありません。

 

２ 【事業等のリスク】

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると

考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。なお、当社グループは

これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、投資判

断は以下の特別記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行なわれる必要があります。また、以下の記

載は投資に関するすべてのリスクを網羅しているものではありませんのでご留意ください。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2021年６月28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。
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(1)外部環境によるリスク

①法的規制について

当社グループが施工業務を行うにあたり、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図る

ことによる適正な施工品質の維持や発注者の保護等を定めた建設業法の規制を受けております。建設業法第３条第

１項の規定により建設工事の種類ごとの許可制となっているため、当社グループは以下に記載する特定建設業許可

を取得しております。

当社グループの主要な事業活動の継続には下記許可が必要ですが、現時点において、当社は建設業法第８条、第

28条及び第29条に定められる免許の取消(当社の役員が禁固以上の刑に処せられ、あるいは傷害、脅迫、背任等の

罪により罰金の刑に処されたとき等)、営業停止(請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等)又は更新欠格(免許の

取消事由に該当する場合及び許可の有効期限までに更新を行わなかった場合等)事由に該当する事実はないと認識

しております。しかしながら、将来、許可の取消し等の事由が生じた場合、当社グループの事業遂行に支障をきた

し、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは施工業務に係る経営資源を当社の100％子会社である株式会社省電舎に集約し、事業を推進してま

いります。このため、株式会社省電舎で新たに電気工事業、管工事業、土木工事業他さまざまな工事業に係る建設

業許可を取得しております。

 
許可を受ける
事業会社

取得年月 許認可等の名称 所管官庁等 許認可等の内容 有効期限

株式会社
省電舎

2017年７月 特定建設業
東京都知事
(国土交通省)

電気工事業　管工事業　機械
器具設置工事業
許可番号(特-29)第138760号

2017年７月30日から
2022年７月29日まで
以後５年ごとに更新

株式会社
省電舎

2018年４月 特定建設業
東京都知事
(国土交通省)

建築工事業
2018年４月10日から
2023年４月9日まで
以後５年ごとに更新

株式会社
省電舎

2018年11月 一般建設業許可
東京都知事
(国土交通省)

大工工事業　左官工事業　と
び・土工工事業　石工事業　
屋根工事業　屋根工事業　鉄
鋼構造物工事業　鉄筋工事
業　板金工事業　ガラス工事
業
タイル・れんが・ブロック工
事業　塗装工事業　防水工事
業　内装仕上工事業
熱絶縁工事業　建具工事業
許可番号(般-30)第138760号

2018年11月30日から
2023年11月29日まで
以後５年ごとに更新

 
株式会社
省電舎

2019年10月 一般建設業許可
東京都知事
(国土交通省)

解体工事業
許可番号(般-1)第138760号

2019年10月25日から
2024年10月24日まで
以後５年ごとに更新

 

 
②競争激化に伴うリスク

当社グループは、価格設定、取引条件などにおいて、他社との競合に晒されております。競合他社が、収益性を

度外視した価格設定、取引条件を提示してきた場合、当社は商機を逸する可能性があります。また、競合他社が、

当社グループより規模が大きい場合、又は資金調達コストが低い場合など、価格を抑えつつ利益を確保できる可能

性があります。当社グループが、これら他社と競り合う場合、利益が減少する可能性があります。このような場

合、当社グループの事業活動や財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
（2）当社グループの経営基盤に関するリスク

①資金調達に伴うリスク

当社グループは長期に渡って赤字を継続しており、担保として使用できる資産も保有していないため、現状、銀

行を始めとする金融機関等からの借り入れによる資金調達は困難な状況であります。このため、当社は、投資家か

らの借入、エクイティ・ファイナンスなどによる資金調達を図っております。しかしながら、当社グループの業績

回復の遅れ、経済情勢の変動などの要因により、資金調達が困難となった場合、又は、通常より著しく不利な条件

での資金調達を余儀なくされた場合、当社グループの事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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②財務基盤が脆弱であることによるリスク

当社グループの当連結会計年度末における純資産は39百万円となっており、財務基盤が脆弱な状況となっており

ます。当社は、省エネルギー設備の導入に関連する企画・設計・販売・施工ならびにコンサルティングをコアな業

務とする事業展開、低コスト体制の確立などにより業績の回復に注力する一方で、エクイティ・ファイナンスによ

る資本増強も検討しておりますが、これらの取り組みに遅れが生じた場合、あるいは実現しなかった場合、当社は

債務超過となり、当社グループの事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（3）その他のリスク

①役職員の不正によるリスク

当社グループは、役職員に対するコンプライアンスマインドの徹底、内部管理体制の整備を通じ、役職員による

不正の探知、又は事前防止に努めておりますが、これによっても防げない不正、予測し得ない不正等によって当社

グループに著しい損害が生じた場合には、当社グループの事業に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

②情報漏えいによるリスク

当社グループは、大量の機密情報、顧客情報を取り扱っており、これらの情報漏えいを防止することは重要な経

営課題であると認識しております。

しかしながら、機密情報、顧客情報等の漏えいが生じ、損害賠償請求や監督官庁による行政処分等を受けた場合

には、損害賠償額の支払や対応コスト等の発生、あるいは、顧客、取引先、株主等からの信用が低下することなど

によって、当社グループの事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

③小規模組織であることによるリスク

当社グループは2021年３月31日現在、役員７名(監査等委員でない取締役４名、監査等委員である社外取締役３

名)、従業員27名の小規模組織であり、内部管理体制も現在の組織規模に応じたものとなっております。当社グルー

プは、今後の事業の拡大に伴い人員の増強、内部管理体制の一層の充実に努める方針でありますが、当社グループ

が必要な人員が確保できない場合や内部管理体制の充実に適切かつ充分な対応ができない場合、当社グループの業

務遂行及び事業拡大に影響を及ぼす可能性があります。また、一方で事業の拡大に向けて組織体制を拡充すること

は、固定費の増加につながり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

④人的資源が確保できないことによるリスク

当社グループでは、省エネルギー関連事業を展開していくうえで人材が最も重要な経営資源であると考えてお

り、優秀な人材を確保、育成していくことを重視しております。採用した人材が知識と経験を身に付け、これら事

業における総合的な提案を実践可能になるには、教育期間が必要であります。

当社グループとしては今後の事業の拡大のため優秀な人材を確保していく方針でありますが、当社グループが求

める人材が確保できない場合、または、当社グループから人材が流出するような場合には、当社グループの業務遂

行に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤新型コロナウイルス等、感染拡大によるリスク

当社グループの従業員に新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染が拡大した場合、一時的

に操業を停止するなど、当社グループの経営成績、財務状況等に悪影響を与える可能性があります。当社グループ

ではこれらのリスクに対応するため、予防や拡大防止に対して適切な管理体制を構築しております。

特に今般世界的に感染が拡大した新型コロナウイルスに関しては、代表取締役社長を本部長とする新型コロナウ

イルス感染対策本部を設置し、以後、「在宅勤務、出張禁止、毎日の検温など、従業員の安全と健康を最優先にし

た対応の徹底」、「マスク、消毒液等の確保」、「感染者が発生した場合のBCP対策」などの施策を通じ、新型コロ

ナウイルスの影響の極小化を図っております。

 

⑥リスク管理が十分に機能しないリスク

当社グループは、リスク管理の強化に取り組んでおりますが、当社グループが新しい分野へ事業進出した場合、

既存事業が急速に拡大した場合、又は外部要因の急速な変化が生じた場合等の要因によりリスク管理が十分に機能

しない可能性があります。この場合、当社の事業活動や財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
(4)継続企業の前提に関する重要事象等について
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当社グループは、前連結会計年度以前から継続して営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計

上しており、損失が継続することで資金繰りに懸念が生じる可能性があります。

当連結会計年度の業績においても、営業損失252,479千円、経常損失272,124千円及び親会社株主に帰属する当期純

損失348,374千円を計上し、当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

おります。

当社グループは、上記の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消するために、以下の対応策を

講じ、当該状況の解消又は改善に努めてまいります。

 
①営業利益及びキャッシュ・フローの確保

前連結会計年度に引き続き、各案件の精査を行い、継続的に原価の低減を図り、利益率の向上を進めてまいりま

す。また、安定的な売上・利益を確保する体制の構築を進めてまいります。

 
②案件精査、利益率確保のための体制

案件の精査、見積の正確性を高めるため、営業担当、技術部門、工事管理部門参加のプロジェクト会議を立ち上

げております。本プロジェクト会議は、月に１回の定例会議と大型案件が発生した場合の臨時会議を行い、案件ご

との想定原価審査、工程の確認等により利益率確保に努めてまいります。

 
③諸経費の削減

随時、販売費及び一般管理費の見直しを実施し、販売費及び一般管理費の削減を推進し、利益確保に努めてまい

ります。

 
④資金調達

吉野勝秀氏を割当先とする第三者割当増資を実施し、当連結累計期間において329,972千円調達いたしました。

また、2020年９月28日に発行した第７回新株予約権の行使が2020年11月24日に行われ32,500千円を調達いたしま

した。今後、全てが行使された場合には297,472千円を調達できる見込みでおります。今後も、財務体質改善のた

めに、将来的な増資の可能性も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めております。

 
しかしながら、これらの対応策を講じても、業績及び資金面での改善を図る上で重要な要素となる売上高及び

営業利益の確保は外部要因に大きく依存することになるため、また、新株予約権による資金調達は行使が約束さ

れているものではないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(業績等の概要)

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、「新型コロナウイルス感染症」の影響により、依然として厳しい状況に

ありましたが設備投資や企業収益については、持ち直しの動きもみられました。先行きについては感染の動向が内

外経済に与える影響に十分注意する必要があります。

このような状況の中、当社グループは、「エネルギー・ソリューションを通じて地球環境と社会に貢献する。」

という理念の下、引き続き、省エネルギー設備の導入に関連する企画・設計・販売・施工並びにコンサルティング

をコアな業務として事業展開しております。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度に再生可能エネルギー事業であった連結子会社

株式会社エールケンフォーの連結除外があったため、前連結会計年度に比べ大幅に減少し844百万円（前連結会計年

度比1,428百万円減）となりました。

損益に関しましては、販売費及び一般管理費が435百万円(前連結会計年度比155百万円減)となりましたが、売上

高の大幅な減少から営業損失252百万円(前連結会計年度　営業損失167百万円)、経常損失272百万円(前連結会計年

度　経常損失171百万円)となりました。純損益に関しましては、主に、投資有価証券売却益３百万円の特別利益の

計上と現在進行中の案件の進捗可能性の低下によって損失が発生する可能性が高い案件について偶発損失引当金繰

入額73百万円の特別損失の計上により、親会社株主に帰属する当期純損失348百万円(前連結会計年度　親会社株主

に帰属する当期純損失359百万円)となりました。

 
なお、前連結会計年度に子会社であった株式会社エールケンフォーを連結除外したことにより当社グループは

「省エネルギー関連事業」の単一セグメントとなったため、当連結会計年度より、セグメント別の記載を省略して

おります。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して327百万円減少し、112百万円と

なりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは515百万円の支出となりました。これは主に、資金の減

少要因として、税金等調整前当期純損失347百万円の計上、仕入債務の減少276百万円、資金の増加要因として

は、偶発損失引当金の増加73百万円、売上債権の減少58百万円、たな卸資産の減少47百万円などによるものであ

ります。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは41百万円の収入となりました。これは投資事業組合から

の分配による収入41百万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）

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは145百万円の収入となりました。これは主に、借入金返

済による支出400百万円、借入による収入200百万円、株式発行による収入310百万円と新株予約権の行使による

株式の発行による収入30百万円によるものであります。
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(生産、受注及び販売の状況)

 

(1) 生産実績

当社グループの業態は、生産活動を行っておりませんので、記載を省略いたします。

 

(2) 受注状況

当連結会計年度における受注状況を事業内容ごとに示すと次のとおりであります。

 

事業の名称
受注高 受注残高

金   額 前期同期比 金   額 前期同期比

 千円 ％ 千円 ％

省エネルギー関連事業 840,000 44.2 225,788 97.5

合 計 840,000 35.4 225,788 97.5
 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業内容ごとに示すと、次のとおりであります。

 

事業の名称
販売高

金   額 前期同期比

 千円 ％

省エネルギー関連事業 844,454 46.9

合 計 844,454 37.2
 

(注)１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりとなります。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

金   額 割   合 金   額 割   合

 千円 ％ 千円 ％

株式会社エールケンフォー ― ― 125,801 14.9

株式会社日本キャンパック 1,856 0.1 98,169 11.6

東芝テック株式会社 422,327 18.6 90,530 10.7
 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(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、有価証券報告書提出日(2021年６月28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)重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、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。この連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針については、「第５ 経理の状況 １

 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のと

おりであります。
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(2)財政状態の分析

①流動資産

当連結会計年度末における流動資産は、244百万円（前連結会計年度末比419百万円減）となりました。これは主

に、現金及び預金の減少327百万円、受取手形及び売掛金の減少58百万円、未成事業支出金の減少46百万円などに

よるものであります。

②固定資産

当連結会計年度末における固定資産は、32百万円（前連結会計年度末比34万円減）となりました。これは主に、

投資有価証券の減少35百円などによるものであります。

③流動負債

当連結会計年度末における流動負債は、164百万円（前連結会計年度末比534百万円減）となりました。これは主

に、短期借入金200百万円、未払金264百万円、前受金45百万円、が各々減少したことなどによるものであります。

④固定負債

当連結会計年度末における固定負債は、73百万円（前連結会計年度末比60百万円増）となりました。これは主

に、現在進行中の案件の進捗可能性の低下によって損失が発生する可能性が高い案件について偶発損失引当金73百

万円の計上によるものであります。

⑤純資産

当連結会計年度末における純資産は、39百万円（前連結会計年度末比19百万円増）となりました。これは主に、

親会社株主に帰属する当期純損失348百万円を計上したことと第三者割当増資及び新株予約権の行使による新株発

行で362百万円の資本金等の増加によるものであります。

 
(3) 経営成績の分析

① 売上高及び売上総利益

「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1) 業

績」に記載したとおりであります。

② 販売費及び一般管理費

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は 435百万円(前年同期比 155百万円減)となりました。これ

は主に支払手数料及び支払報酬料の減少等によるものであります。

③ 営業利益

当連結会計年度における営業損失は 252百万円(前年同期 167百万円の営業損失)となりました。これは売上

高が前連結会計年度より62.8％減となったため営業損失となっております。

④ 経常利益

当連結会計年度における経常損失は 272百万円(前年同期 171百万円の経常損失)となりました。これは営業

損失の計上によるものであります。

⑤ 親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純損失は 348百万円(前年同期 359百万円の親会社株主に

帰属する当期純損失)となりました。これは主に経常損失の計上と現在進行中の案件の進捗可能性の低下によっ

て損失が発生する可能性が高い案件について偶発損失引当金繰入額73百万円の特別損失の計上によるものであ

ります。

 

(4) キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度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、112百万円(前年同期比 327

百万円減)となりました。

なお、キャッシュ・フローの状況については、「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析　(2)キャッシュ・フローの状況」に記載したとおりであります。

 

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載した

とおりであります。

 

(6) 経営戦略の現状と見通し
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今後、当社グループは、省エネルギー設備の導入に関連する企画・設計・販売・施工ならびにコンサルティン

グをコアな業務として事業展開してまいります。具体的には、メーカーとしてではなくマルチベンダーを標榜で

きる提案力をキーに活動できる組織作りへの切り替えを推進しており、以下のようなアプローチでの顧客提案が

可能となります。

・食品関連業界を主な対象として、空調関連案件、自家消費太陽光、BCP対応の発変電設備などインフラ事業への

ワンストップ提案

・世界的な冷凍食品の需要増大に伴う冷凍機の需要の拡大に着目して、納入後のサービスケアにも繋がる循環型ビ

ジネスも視野に入れ、スーパーマーケットを中心とする流通業界に対する省エネと補助金申請業務を組み合わせ

た提案

・昨今の自然災害リスクの高まりから電源の自前化に対するニーズの増加が顕著であることから、病院、介護施

設に対し災害バルクの補助金を含めた発変電設備と太陽光の総合省エネ設備の提案

上記のとおり、当社グループが行う提案は多岐にわたってきており、高額化の傾向があります。このため、ビ

ジネスパートナーとの関係構築、強化が重要であり、製・商品の仕入と省エネ設備の施策・施工における各パー

トナー業者の動向に注視しつつ、当社が全般的に事業展開プランを策定し、顧客を含めた取引業者との共存共栄

関係の構築に注力してまいります。

このように、当社は、業績の改善、企業価値向上に向けての取り組みを進めてまいりますが、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大及びその予防対策による経済活動への影響が懸念されています。当社グループの事業にお

きましても、今後の顧客の事業投資、設備投資の動向への影響について見通すことは困難であり、当社グループ

の業績に与える影響度及びその期間を見通すことも困難であります。このため、2022年3月期の業績予想につきま

しては未定としております。当該業績予想の開示は、業績予想の策定が可能となった時点で速やかに行う予定で

あります。

 
（注）業績予想に関しましては現時点で入手可能な情報に基づき当社にて判断したものであり、リスクや不確

定要素が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の成果や業績等は記載の予測と

は異なる可能性があります。

 
(7) 事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策

当社グループには、「２．事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況が存在しております。当該重要事象等を解消し、経営基盤の安定化への対応策は、「第２「事業

の状況」２「事業等のリスク」(4) 継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載のとおりであります。

 
４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１【設備投資等の概要】
該当事項はありません。

 
２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

　提出会社

 2021年３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

機械装置及び
運搬具

土地
面積(㎡)

合計

本社
(東京都港区)

全社共通

省エネルギー

関連事業

総括業務

施設
― ― ― ― 8

 

(注)１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．本社につきましては、減損損失計上後の帳簿価額を記載しております。

３．本社建物は賃借しており、年間賃借料は31,050千円であります。

 
３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当社は2021年８月に本社移転を予定しておりますが、具体的な設備投資額は未定であります。

 
(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【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 10,000,000

計 10,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
当事業年度末
現在発行数(株)
(2021年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年６月28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 5,317,473 5,617,473
東京証券取引所
市場第二部

(注)１、２

計 5,317,473 5,617,473 ― ―
 

(注) １．株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

２．単元株式数は100株であります。

３．「提出日現在発行数」欄には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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③ 【その他の新株予約権等の状況】

第７回新株予約権

決議年月日 2020年９月10日

新株予約権の総数（個）※ 10,153［6,153］

新株予約権のうち自己新株予約権の数
（個）※

―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及
び数（株）※

普通株式　　1,015,300［615,300］

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 325

新株予約権の行使期間　※ 2020年９月28日から2022年９月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　325
資本組入額　162.5

新株予約権の行使の条件　※ 各本新株予約権の一個未満の行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項　※
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承
認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項　※

該当事項はありません。
 

※当事業年度の末日（2021年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在（2021年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　　］内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる
株式の種類

当社普通株式(当社普通株式の内容は、完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のな
い当社における標準となる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制
度を採用している。)

新株予約権の目的となる
株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は1,015,300
株とする(本新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」
という。)は100株とする。)。ただし、本欄第２項及び第４項により、割当株式数
が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式
数に応じて調整されるものとする。

２．当社が本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額の
調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但
し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算
式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、本表別欄「新株予約権の行使
時の払込金額」第３項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使時
の払込金額」欄第３項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に
定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日
までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割
当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知
する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合に
は、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使等の払
込金額

１．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価
額に割当株式数を乗じた額とする。

２. 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株
当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、金325円とす
る。

３．行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発

行済普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次
に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整す
る。

    
既発行

普通株式数 +

交付
普通株式数 ×

1株当たり
の払込額

調整後行使
価額

=
調整前
行使価
額

×
1株当たりの時価

既発行
普通株式数

+ 交付普通株式数
 

行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用
時期については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに
発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場
合を含む。ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式
の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び
会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終
日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行
もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある
場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これ
を適用する。

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付す
る定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込
金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約
権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用し
て算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割
当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用
する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下
回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(2) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差
額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後の
行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価
額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引い
た額を使用する。
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 (3) その他
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第３位まで算出し、小数第

３位を切り捨てるものとする。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に

先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の金融商品取
引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場
合、平均値の計算は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切
り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合
は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行
済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除
した数とする。

(4) 本欄第３項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために
行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生
により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調
整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響
を考慮する必要があるとき。

(5) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日ま
でに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行
使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知す
る。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、
適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価額の総額

金334,449,973円
(注)　すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額である。新株予約

権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失
した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行
価額の総額は減少する。

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に
係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る
各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本表別欄「新株予約権の目的と
なる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金
の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り
上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額
を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間 2020年９月28日から2022年９月27日までとする。ただし、別記「自己新株予約権の取
得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場
合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。

 

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１．本新株予約権の行使請求受付場所
　　株式会社省電舎ホールディングス　管理本部　
　　東京都港区芝大門二丁目２番11号
２．本新株予約権の行使請求の取次場所
　　該当事項はありません。
３．本新株予約権の払込取扱場所
　　株式会社三菱ＵＦJ銀行　麻布支店
　　東京都港区麻布十番１丁目10番３号

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一個未満の行使はできない。

自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権
の払込期日の翌日以降いつでも、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対
し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもっ
て、本新株予約権１個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約
権の全部又は一部を取得することができるものとする。一部取得をする場合には、抽
選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
る。

代用払込みに関する事項 該当事項はない。

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

該当事項はない。

 

(注) １．本新株予約権の行使請求及び払込の方法

ⅰ．本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載し

てこれに記名捺印したうえ、上記表中「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に上記表中
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「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項記載の行使請求受付場所

に提出しなければならない。

ⅱ．本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書の提出に加えて、本新株予約

権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付

場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込む

ものとする。

２．本新株予約権の行使の効力発生時期

本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所」欄第１項に定める行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行

使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所」欄第３項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に入金された日に発生する。

３．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。

４．株式の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号)及びそ

の他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の

保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。

５．その他

ⅰ．会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる

場合には、当社は必要な措置を講じる。

ⅱ．本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく本有価証券届出書の届出の効力発生を条件

とする。

ⅲ．その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。

 
(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。
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(4) 【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10月27日
(注１)

359,900 2,202,173 ― 873,099 ― 680,279

2016年11月24日～
2017年３月31日

(注２)
500,000 2,702,173 124,350 997,449 124,350 804,629

2017年11月30日
(注２)

50,000 2,752,273 12,435 1,009,884 12,435 817,064

2018年10月19日
(注２)

50,000 2,802,273 12,435 1,022,319 12,435 829,499

2019年３月15日
(注３)

1,400,000 4,202,173 231,000 1,253,319 231,000 1,060,499

2020年９月28日
(注４)

1,015,300 5,217,473 164,986 1,418,305 164,986 1,225,485

2020年11月24日
(注５)

100,000 5,317,473 16,470 1,434,776 16,470 1,241,956
 

(注) １．2016年10月27日付で簡易株式交換により株式会社エールを完全子会社化しております。

２．2016年10月６日の当社取締役会決議による第６回新株予約権の行使による増加であります。

３．2019年２月27日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であ

ります。なお、１株当たりの発行価格は330円であり、資本組入額は165円となります。

発行価格の総額 462,000,000円

資本組入額 231,000,000円

割当先 井元義昭氏
 

４．2020年９月10日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であ

ります。なお、１株当たりの発行価格は325円であり、資本組入額は162.5円となります。

発行価格の総額 329,972,500円

資本組入額 164,986,250円

割当先 吉野勝秀氏
 

５．2020年９月10日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加であり

ます。なお、１株当たりの発行価格は329.41円であり、資本組入額は164.705円となります。

発行価格の総額 32,941,000円

資本組入額 16,470,500円

割当先 吉野勝秀氏
 

６．2021年5月31日に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が300,000株、資本金及び資本準備金がそれぞ

れ49,411千円増加しております。
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(5) 【所有者別状況】

2021年３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(名) ― 1 26 23 15 16 2,679 2,760 ―

所有株式数

(単元)
― 29 1,255 441 1,045 105 50,279 53,154 2,073

所有株式数の

割合(％)
― 0.05 2.36 0.83 1.97 0.20 94.59 100 ―

 

(注) １．単元未満のみ所有の株主数は134人で、合計株主数は2,894人となります。

２．自己株式62株は「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

 2021年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

井元　義昭 滋賀県大津市 1,240,000 23.32

吉野　勝秀 千葉県松戸市 1,094,800 20.59

中村　健治 東京都渋谷区 715,400 13.45

佐藤　満 東京都新宿区 85,000 1.60

内田　滋啓 東京都世田谷区 70,300 1.32

伊藤　篤之 神奈川県平塚市 54,000 1.02

平岡　万年青 兵庫県淡路市 40,000 0.75

DBS BANK LTD 700170　　　　　
常任代理人株式会社みずほ銀行
決済営業部

TNO-SECURITIES AND FIDUCIARY SERVICES
OPERATIONS / 10 TOH GUAN ROAD,LEVEL 04-
11,JURONG GATEWAY,SI

40,000 0.75

ＢｏｆＡ証券株式会社　代表取
締役社長　笹田　珠生

東京都中央区日本橋１丁目４番１号日本橋一
丁目
三井ビルディング

37,000 0.70

神保　敬 兵庫県姫路市 31,000 0.58

計 ― 3,407,500 64.08
 

(注) 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、表示単位の端数を切り捨てて表示してお

ります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(2021年３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

53,154 一単元（100株）
5,315,400

単元未満株式
普通株式

― ―
2,073

発行済株式総数 5,317,473 ― ―

総株主の議決権 ― 53,154 ―
 

(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式が62株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2021年３月31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(％)

株式会社省電舎ホール
ディングス

東京都港区芝大門２－２
－11

― ― ― 0.0

計 ― ― ― ― 0.0
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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】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―
     

保有自己株式数 62 ― 62 ―
 

(注) １．当期間における処理自己株式数には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

売渡による株式は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式数には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。

 

３【配当政策】

当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する利益還元を経営の重要な課題のひとつとして位置づけてお

ります。主たる利益還元策のひとつである配当につきましては、経営基盤の強化を図るため、内部留保を勘案しつつ

会社業績の動向に応じて株主への利益還元に取り組んでいくとともに、配当性向等の指標を参考としつつ実施してい

く方針であります。

また、当社の剰余金の配当は期末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、会社業績に応じた株主への利益

還元を柔軟に実施するため、当社は取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された

株主又は登録株式質権者に対し、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。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、当事業年度につきましては、誠に遺憾ながら配当を無配とさせて頂く結果となっております。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①企業統治の体制

イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、国策国益に則ったエネルギー関連事業を推進

するにあたり、法令遵守の精神の元に迅速な意思決定と適切な業務遂行を行うことにあります。株主及びあら

ゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を高め、環境経営やＣＳＲ(企業の社会的責任)

に寄与することを経営上の重要課題のひとつと位置付けております。コーポレート・ガバナンスの充実に向

け、各界の経験者で構成される社外取締役制度を採用し、経営の実質的な戦略、意思決定およびコンプライア

ンスの充実を計る体制を構築しております。

当社は、2018年６月27日付で、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ企

業価値の向上を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたし

ました。

さらに、当社は、取締役会の直属機関として、2018年10月22日の定時取締役会にて以下を目的とする「内部

管理体制強化委員会」の設置を決議し、運営しております。内部管理体制強化委員会は、以下を目的として設

置されたものであります。

ａ．特設注意市場銘柄解除に向けた内部管理体制の改善・強化に係る諸施策の進捗状況及び結果内容の確

認、取締役会への報告

　　　　　 ｂ．経営リスク及びコンプライアンスの管理状況に関する確認、取締役会への報告

　　　

内部管理体制強化委員会の構成員は、取締役管理本部長を委員長とし、外部委員１名(弁護士・公認会計

士)、内部監査室長、常勤監査等委員であり、審議内容に応じて、関係者に出席を求める形で運営しておりま

す。

当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりであります。

　

　

ロ  内部統制システムの整備状況

当社は、過去の不適切会計処理の問題を受けて、2019年２月14日に、内部管理体制の再構築を目指し、改善

計画・状況報告書を作成、公表し、同改善計画に基づく体制の整備を行い、業務の適法性・有効性の確保並び

にリスク管理に努め、関連法規の遵守を図ってまいりました。当期も、引き続き、上記改善計画に基づく施策

を継続し、より強固な内部管理体制の構築に努めてまいります。

ⅰ)　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制

取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、企業理念、行動規範、取締役会規程に従い、経

営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。当社グループ全社を横

断する経営会議を設置し、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、グループ全体のコンプライアン

ス体制の整備及び問題点の把握に努め、重要な意思決定が必要な事項については、外部の専門家と共同で
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事前にその法令及び定款への適合性を調査・検討することにより役職員の職務の適合性を確保する体制と

なっております。

また、役職員に対するコンプライアンス教育・研修を継続的に実施すると共に、法令・定款等に違反する

行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築し、外部の弁護士に直接通報できるように運

用しております。内部通報制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取り

扱いを受けることが無いことをその内容に含んでおります。

 
ⅱ)　取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

取締役会規程、稟議規程、文書管理規程に基づき、適切な保存および管理（廃棄を含む）を行っておりま

す。

また、取締役は保存された情報を閲覧することが可能な体制となっております。

 

ⅲ)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループの企業活動に関連する市場環境、経済環境の変動等による財務リスク、法令・規程違反による

コンプライアンス・リスクに対処する為、コンプライアンス・リスク管理規程を制定し、当該規程に基づ

き、管理本部及び内部監査室は、経営会議、取締役会、監査等委員会に随時報告し、未然にリスクを防止す

るよう努めるとともに、グループ各社の相互連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行います。

不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置して危機管理にあたり、損害

の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整えます。

 

ⅳ)　取締役の職務の執行が効率的になされることを確保するための体制

取締役会は、経営方針、重要な業務執行の意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。業務執行に

関しては、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、業務執行の有効性と経営の効率性を図るため、代表取締

役及び業務執行を担当する取締役等で構成される経営会議を設置し、原則毎月１回開催することにより、取

締役会付議事項の審議および取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の

重要事項の審議・決定を行います。

また、当社グループ全体の協力の推進および業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行っております。

 

ⅴ)　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社子会社を当社の一部署と位置付け、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統および権限並びに報告系統

を設定し、当社グループ全体を網羅的、統括的に管理することとします。内部監査部門は、当社子会社を含

めた当社グループ全体の内部監査を実施する体制としております。

 

ⅵ)　監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等

委員である取締役への報告に関する体制

監査等委員会は、原則月に１回開催される定時取締役会の前に開催され、取締役会における審議事項を事前

に、担当取締役等から報告を受ける体制をとり、取締役会で十分な議論ができる体制をとっております。ま

た各監査等委員は、必要に応じて他の会議体に出席することにより、取締役及び使用人から、重要事項の報

告を受ける体制となっております。

また、取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生したとき、又は発生するおそれがあると

き、違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきと定めた事項が生じたときは、

遅滞なく監査等委員会に報告するものとします。

 

ⅶ)　その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の業務執行を含む経営の日常的活動

の監査を行います。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と、定期的に情報交換を行うことにより、

監査の実効性を確保するものとします。

 また、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還、負担した債務の弁済を請求

したときは、その費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を

負担します。
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ⅷ)　財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制を整備

し、会計監査人との連携を図り財務報告の信頼性と適正性を確保します。

 

ⅸ)　反社会的勢力排除に向けた体制

当社及び当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅

然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為を行いません。

また、反社会的勢力および団体からの介入を防止するため警察当局、暴力団追放運動推進センター、弁護士

等と緊密な連携を確保します。また、自治体（都道府県）が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団

等反社会的勢力の活動を助長し、または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行い

ません。

 
②取締役の員数

当社の取締役は、８名以内とする旨を定款に定めております。

 

③取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、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、定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によら

ない旨も定款に定めております。

 

④株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項の規定による決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、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、

定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を

円滑に行うことを目的とするものであります。

 

⑤自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行するこ

とが可能となるよう、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

式を取得することができる旨、定款に定めております。

 

⑥取締役の責任免除

当社は取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、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(取締役及び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することができる旨を定款に定めております。

 

⑦中間配当の実施

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年９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。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長
伊藤　象二郎 1976年１月22日生

1999年４月 日本グローバル証券㈱ 入社

2004年11月 三田証券㈱本店営業部入社

2013年３月 岡三証券㈱入社

2014年４月 エース証券㈱入社

2015年１月 ㈱KACHIEL 入社

2017年３月 ㈱エストコーポレーション入社

2018年８月 当社出向内部監査室長

2019年５月 当社出向経営企画室長

2019年５月  ㈱アイ・エヌ・エイチ代表取締

役（現任）

2019年10月  ㈱シリウス設立代表取締役就任

（現任）

2020年１月 当社出向管理本部経営企画グルー

プ

2021年６月  当社　代表取締役社長（現任）

(注)２ ―

 取締役 井　元　義　昭 1944年10月20日生

1967年４月 津ノ国会計事務所 入所

1986年７月 丸清商事㈱（現：㈱エス・エム・

シー）設立

代表取締役社長（現任）

1987年１月 ㈱ハウスセゾン 取締役

1987年６月 同社 代表取締役社長（現任）

2002年３月 ㈱はーとふるセゾン設立 代表取

締役社長（現任）

2011年２月 ㈱パーム・ド・セゾン 設立 代表

取締役社長

2011年11月 GeorgeSpirits㈱ 設立 代表取締

役社長（現任）

2012年２月 ㈱明豊エンタープライズ 入社 代

表取締役社長

2012年10月 同社 取締役会長

2014年12月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ

設立

代表取締役社長（現任）

2015年９月 REGALIAPIONEER.BHD. DIRECTOR

 
2017年10月 ㈱明豊エンタープライズ 代表取

締役会長（現任）

2019年６月 当社 取締役会長（現任）

(注)２ 1,240,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 千　葉　恵　介 1979年９月10日生

2006年10月 最高裁判所司法研修所修了（59

期）

渥美総合法律事務所（現：渥美坂

井法律事務所・外国法共同事業）

入所

2010年１月 三井物産㈱法務部法務第一室に出

向（2010年12月迄）

2014年９月 弁護士法人ほくと総合法律事務所

入所

2016年５月 弁護士法人ほくと総合法律事務所

パートナー

2019年12月 当社 取締役（現任）

2019年12月 ㈱省電舎 取締役（現任）

(注)２ ―

取締役 吉　岡　一　則 1955年３月11日生

1973年４月 横浜銀行入行

1996年４月 同行上永谷支店長

2003年１月 ジャパンニューアルファー㈱出向

2006年１月 ㈱アクシャル専務取締役

2014年７月 三晃商事㈱常務取締役

2017年７月 ㈱横浜振興営業部長

2021年１月 スカイヨコハマ㈱取締役副社長

（現任）

2021年６月 当社　取締役（現任）

(注)２ ―

取締役 森　　雅　俊 1953年３月５日生

1976年４月 千葉銀行入行

1996年２月 同行関宿支店長

2002年６月 同行事務企画部長

2006年６月 同行執行役員船橋支店長

2013年５月 ㈱ベイエフエム非常勤監査役（現

任）

2017年９月 公益財団法人綿貫国際奨学財団評

議員（現任）

2019年４月 平山建設㈱顧問

2021年６月 当社　取締役（現任）

(注)２ ―

取締役

監査等委員
山　田　勝　重 1949年12月19日生

1975年10月 司法試験合格

1976年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生

(30期生)

1978年３月 司法修習修了

1978年４月 第一東京弁護士会入会　弁護士登

録

1978年４月 蘇木・新明・土屋・下山田・長

内・法律事務所勤務

1981年４月 山田法律特許事務所パートナー所

長(現任)

1981年７月 東京弁護士会に登録換え

1990年６月 株式会社ミツウロコ(現 株式会社

ミツウロコグループホールディン

グス)　社外監査役就任

1996年４月 明治大学法学部兼任講師

2001年４月 日本大学法学部兼任講師

2003年４月 東京農工大学非常勤講師兼客員教

諭

2003年６月 株式会社ジェーシー・コムサ　監

査役就任(現任)

2004年４月 株式会社ドクター・シーラボ 社

外監査役 就任

2004年４月 国立大学法人お茶の水女子大学

監事

2005年４月 明治大学法科大学院 特任教授

2008年12月 日本メディカルビジネス株式会社

社外監査役 就任(現任)

2012年５月 放送大学 客員教授（現任）

2018年５月 当社 監査役

2018年６月 ㈱スーパーナース社外監査役（現

任）

2018年６月 当社取締役 監査等委員（現任）

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

監査等委員
原　口　　稔 1955年10月23日生

1979年４月 ㈱ミツウロコ（現：㈱ミツウロコ

グループホールディングス）入社

2002年４月 同社 管理本部 情報システム部長

2005年４月 同社 管理本部 財務経理・関係会

社業務兼情報システム部長

2005年６月 同社 取締役

2007年４月 同社 取締役 内部監査室長兼情報

システム部長

2008年４月 同社 取締役 財務経理・関係会社

業務兼情報システム部長

2010年４月 同社 取締役 監査室部長

2010年６月 同社 監査役

2011年10月 同社がHD設立により㈱ミツウロコ

グループホールディングス監査役

2015年６月 ㈱ミツウロコリース 代表取締役

2018年６月 当社取締役 監査等委員

2019年11月 当社取締役 常勤監査等委員

2019年12月 ㈱省電舎 監査役

2021年５月 ㈱省電舎 監査役　退任

2021年６月 当社取締役　監査等委員(現任)

(注)３ ―

取締役

監査等委員
佐　塚　　卓 1980年３月７日生

2005年12月 監査法人トーマツ(現　有限責任

監査法人トーマツ)入所

2010年７月 株式会社ＡＧＳコンサルティン

グ／ＡＧＳ税理士法人入所

2014年11月 佐塚公認会計士事務所設立　代表

就任

2017年３月 株式会社アクセルコンサルティン

グ、アクセル会計事務所　パート

ナー就任(現任)

2018年６月 当社取締役(現任)

(注)３ ―

計 1,240,000
 

(注) １．監査等委員である取締役 山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。

２．監査等委員でない取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

４．所有株式数については、2020年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 
②社外役員の状況

イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)

当社の社外取締役は４名であります。

 

ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。

 

ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出

会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業

統治強化の一層の有効化に寄与しております。

なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般

株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有す

るなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

 

ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制

としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化

に資すると考え、社外取締役４名で経営に対する監視を行っております。

 

ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査
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室との関係

監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員で

ある社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査

室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ること

ができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受け

る体制を採っております。

 
(3) 【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

ａ．監査等委員会の組織・手続等

監査等委員会における監査については、監査等委員会で定めた監査方針及び計画に基づいた役割分担に従い、

取締役会等の重要な会議に出席し取締役の職務執行の状況が適法及び経済合理的に適正であるか、また、経営方

針の進捗状況として業績の聴取など必要に応じて質問を行い説明を求め、取締役会前に開催される定期監査等委

員会において意見交換を行っております。

尚、内部監査室及び会計監査人との定期的な報告会を実施し質疑応答などによる方法及び常勤監査等委員は補

足的に質疑応答内容について確認を行うなどの連携強化を図っております。

ｂ．監査等委員会の活動状況

氏名 地位 主な活動状況・期待役割に関して行った職務の概要

山田　勝重 社外取締役

（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会20回のうち20回に

出席し、監査等委員会20回のうち19回に出席いたし

ました。取締役会及び監査等委員会において、企業

法務に関する豊かな専門知識と豊富な実務経験を活

かして中立かつ客観的観点から適宜説明を求め意見

等も述べており、取締役の職務執行の監督にあたり

重要な役割を果たしております。

原口　稔 社外取締役

（常勤監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会20回のうち20回に

出席し、監査等委員会20回のうち20回に出席いたし

ました。取締役会及び監査等委員会において、事業

会社における経営者としての豊富な知識・経験等に

基づき中立かつ客観的観点から適宜説明を求め意見

等も述べております。また、同氏は、2019年11月20

日付で常勤監査等委員に就任しました。これに伴

い、上記会議体への出席に加えて、各部門への監査

等委員監査を積極的に行い、管理本部、内部監査室

との連携が強化され、監査等委員監査の実効性の強

化につながっており、取締役の職務執行の監督にあ

たり重要な役割を果たしております。

佐塚　卓 社外取締役

（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会20回のうち18回に

出席し、監査等委員会20回のうち19回に出席いたし

ました。 取締役会及び監査等委員会において、公

認会計士としての財務及び会計の高い見識と豊富な

知識・経験等に基づき中立かつ客観的観点から適宜

説明を求め意見等も述べており、取締役の職務執行

の監督にあたり重要な役割を果たしております。
 

 
②内部監査の状況

内部監査は、社長直轄の独立部門である内部監査室が担当しております。その人数は１名であります。年間監

査計画を立案し、当社及び連結子会社に対し財務報告に係る内部統制監査及び業務監査を行っております。

　また、監査状況については定期監査等委員会及び取締役会等に同席し都度情報共有を図ると共に、会計監査人

との定期的報告会にも同席し連携強化を図っております。

 
③会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

 やまと監査法人

（注）やまと監査法人につきましては、2021年６月25日開催の第36回定時株主総会終結の時をもって任期満了によ

り退任しております。これに伴い、同株主総会において新たにアルファ監査法人を会計監査人に選任いたし

ました。

ｂ．継続監査期間

２年間

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

有価証券報告書

32/93



ｃ．業務を執行した公認会計士

指定社員　業務執行社員　小黒　健三

指定社員　業務執行社員　木村　喬

(注)　継続監査年数は７年以内であるため、記載を省略しております。

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名であります。

ｅ．監査法人の選定方法と理由

監査等委員会は会計監査人の選定に際しては、会計監査人の実績、専門性、独立性、規模、品質管理体制、監査

報酬等を総合的に勘案したうえで選定する方針としております。やまと監査法人を選定した理由は、前述の事項を

審議した結果、適任と判断したためであります。

なお、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同

意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解

任の旨及びその理由を報告いたします。

また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難で

あると認められる場合、または監査の適正性をより高めるため等の理由により会計監査人の変更が妥当であると判

断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任もしくは不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定

に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的といたします。

ｆ．監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、会計監査人より期初に年間監査計画を受領し、四半期末、期末等にて監査結果などの報告を受

けています。これらの報告及び業務執行部門に対するヒアリング結果に基づき、会計監査人の監査品質、監査チー

ム、監査報酬、監査等委員とのコミュニケーション、不正リスク等について評価した結果、適正な監査の遂行が可

能であると判断しております。

ｇ．監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

　 第34期（自 2018年４月１日　至 2019年３月31日）（連結・個別）松沢公認会計士事務所、向山公認会計士事務所

　 第35期（自 2019年４月１日　至 2020年３月31日）（連結・個別）やまと監査法人

 
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

 
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

　 ①選任する監査公認会計士等の名称

　　 やまと監査法人

　 ②退任する監査公認会計士等の名称

　 　松沢公認会計士事務所

　 　公認会計士　松澤博昭

　 　向山公認会計士事務所

　 　公認会計士　向山光浩

(2) 異動の年月日

    2019年６月26日（第34期定時株主総会）

(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

　  2018年５月18日

(4) 退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関

する事項

該当事項はありません。

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であります松澤博昭氏及び向山光浩氏は、2019年６月26日開催の第34期定時株主総会終結の

時をもって任期満了になりました。当社の新年度の監査契約の方針として、個人の会計監査人による監査から

監査法人による監査へと変更することとしており、そのため、松澤博昭氏及び向山光浩氏との間で新年度の監

査契約を締結しないことといたしました。やまと監査法人は、上場会社の会計監査人の経験は無いものの、業

務執行社員をはじめ、スタッフについても大手若しくは準大手の監査法人において上場会社の監査経験があ
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り、当社が求める独立性及び専門性の有無、品質管理制を有していることより選定いたしました。

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計

士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

 
④監査報酬の内容等

ⅰ)　監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

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)

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)

提出会社 20,000 ― 22,500 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 20,000 ― 22,500 ―
 

　当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年

度ともに該当事項はありません。

 
ⅱ)　その他重要な報酬の内容

　該当事項はありません。

 

ⅲ)　監査報酬の決定方針

当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査対象会社の規模・業務の特性等

の要素を勘案して決定しております。

 
 ⅳ)　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査

の実施状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意をし

ております。
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(4) 【役員の報酬等】

①　当社役員の報酬は、長年に渡って赤字決算を継続していることから、現行、連結業績に連動する「業績連動

報酬制度」等の導入はしておらず、「基本報酬」のみで構成されております。

当社の監査等委員でない取締役の基本報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者

は取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社グループの業績、当該取締役の

担当職務及び成果、貢献度等を総合的に勘案し、報酬の額を決定しております。また、監査等委員である取

締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査等委員である取締役の職責に応じて監査

等委員会の協議によりしております。

役員報酬の報酬限度額は、監査等委員である取締役については2018年６月27日開催第33期定時株主総会にお

いて年額１億円以内、監査等委員である取締役については2018年６月27日開催の第33期定時株主総会におい

て年額30百万円以内と決議いただいております。

 
②　取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項

当社は、取締役（監査等委員を除く。以下、本項において同じ。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

（以下「決定方針」という）について、経営会議にて検討・協議したうえで、2021年２月19日開催の取締役

会において決議いたしました。

決定方針の概要は、以下のとおりです。

・当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬については、固定報酬としての基本報酬のみとし、基本報酬は、月

毎の固定報酬とし、当社グループの業績、各取締役の担当職務及び成果、貢献度等を総合的に勘案して決定す

るものとする。

・個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締役が原案を作成し、

監査等委員会の意見を踏まえて、取締役会決議により決定するものとする。

 
  当社の当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、

当社グループの業績、各取締役の担当職務及び成果、貢献度等を総合的に勘案して、月毎の固定報酬として代表取

締役が原案を作成し、監査等委員会に提出してその審議を経た後に、取締役会において、監査等委員である取締役

全員の賛成も得たうえで決定していることから、その内容は、決定方針に沿うものであると判断しております。

 
③　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

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

(名)
基本
報酬

業績連動
報酬

ストック
オプション

取締役(監査等委員を除く。)
(うち社外取締役)

39,835
(―)

39,835
(―)

―
(―)

―
(―)

4
(―)

取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

13,200
(3)

13,200
(3)

―
(―)

―
(―)

3
(3)

 

(注) １．役員ごとの報酬等の総額につきましては、１億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略して

おります。

　　 ２．当社は、使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は純投資目的株式を原則保有しないこととしております。また、事業上必要と考えられる場合には、政策

投資目的株式を保有することとしております。 

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．当社が行う省エネルギー関連事業において、今後も成長を続けていくために生産・販売等の過程において、

様々な企業との協力関係が必要です。そのため、事業戦略、取引先との事業上の関係強化、さらには地域社会

との関係維持などを総合的に勘案し、政策保有株式として保有します。

 また、個別の政策保有株式について定期的に精査を実施し、保有の妥当性について検証しています。 

 
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 ― ―

非上場株式以外の株式 1 3,303
 

　

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 ― ― ―
 

　

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 ― ―

非上場株式以外の株式 ― ―
 

 
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 
　　　　特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

株式会社エフオ
ン

3,000 3,000
営業施策目的による保有 無

3,303 1,377
 

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

　

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

 

(2) 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。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

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、連結会計年度(2020年４月１日から2021年３月31日

まで)の連結財務諸表及び事業年度(2020年４月１日から2021年３月31日まで)の財務諸表について、やまと監査法人

により監査を受けております。

　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財

団法人財務会計基準機構に加入しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 440,384 112,610

  受取手形及び売掛金 157,448 98,572

  原材料 2,172 1,636

  未成事業支出金 49,081 2,245

  前渡金 457 466

  前払費用 11,584 13,917

  その他 8,516 15,307

  貸倒引当金 △5,632 ―

  流動資産合計 664,013 244,755

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 18,855 18,855

    減価償却累計額 △18,855 △18,855

    建物（純額） ― ―

   機械装置及び運搬具 5,702 5,702

    減価償却累計額 △5,702 △5,702

    機械装置及び運搬具（純額） ― ―

   工具、器具及び備品 18,294 18,294

    減価償却累計額 △18,294 △18,294

    工具、器具及び備品（純額） ― ―

   有形固定資産合計 ― ―

  投資その他の資産   

   投資有価証券 38,421 3,303

   敷金 28,797 29,028

   破産更生債権等 45,371 10,308

   長期滞留債権 21,117 ―

   長期未収入金 44,030 ―

   その他 252 262

   貸倒引当金 △110,626 △10,308

   投資その他の資産合計 67,363 32,594

  固定資産合計 67,363 32,594

 資産合計 731,377 277,349
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 16,246 5,275

  短期借入金 200,000 ―

  未払金 383,415 118,706

  前受金 54,480 8,953

  未払法人税等 12,051 6,729

  未払消費税等 10,804 ―

  工事損失引当金 14,000 ―

  資産除去債務 ― 18,760

  その他 7,560 5,804

  流動負債合計 698,559 164,230

 固定負債   

  資産除去債務 13,200 ―

  偶発損失引当金 ― 73,000

  繰延税金負債 345 934

  固定負債合計 13,545 73,934

 負債合計 712,104 238,165

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,253,319 1,434,776

  資本剰余金 1,351,298 1,532,755

  利益剰余金 △2,586,074 △2,934,449

  自己株式 △52 △52

  株主資本合計 18,491 33,029

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 781 2,118

  その他の包括利益累計額合計 781 2,118

 新株予約権 ― 4,036

 純資産合計 19,272 39,184

負債純資産合計 731,377 277,349
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 2,273,085 844,454

売上原価 1,849,188 ※1  661,375

売上総利益 423,897 183,079

販売費及び一般管理費 ※2  591,095 ※2  435,558

営業損失（△） △167,198 △252,479

営業外収益   

 投資事業組合運用益 ― 4,442

 違約金収入 2,167 ―

 債務勘定整理益 897 ―

 その他 2,280 388

 営業外収益合計 5,345 4,830

営業外費用   

 支払利息 7,424 3,320

 株式交付費 ― 21,094

 その他 1,825 60

 営業外費用合計 9,249 24,475

経常損失（△） △171,102 △272,124

特別利益   

 投資有価証券売却益 ― 3,550

 固定資産売却益 ※3  2,490 ―

 特別利益合計 2,490 3,550

特別損失   

 減損損失 ※4  71,315 ※4  5,560

 関係会社株式売却損 91,625 ―

 偶発損失引当金繰入額 ― 73,000

 その他 628 ―

 特別損失合計 163,568 78,560

税金等調整前当期純損失（△） △332,180 △347,134

法人税、住民税及び事業税 19,345 1,240

法人税等合計 19,345 1,240

当期純損失（△） △351,526 △348,374

非支配株主に帰属する当期純利益 8,104 ―

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △359,630 △348,374
 

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

有価証券報告書

40/93



【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純損失（△） △351,526 △348,374

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △373 1,336

 その他の包括利益合計 ※１  △373 ※１  1,336

包括利益 △351,899 △347,038

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △360,003 △347,038

 非支配株主に係る包括利益 8,104 ―
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,253,319 1,351,298 △2,226,444 △47 378,125

当期変動額      

新株の発行 ― ―   ―

新株予約権の発行      

新株の発行

（新株予約権の行

使）

― ―   ―

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
  △359,630  △359,630

自己株式の取得    △4 △4

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 ― ― △359,630 △4 △359,634

当期末残高 1,253,319 1,351,298 △2,586,074 △52 18,491
 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,155 1,155 ― 116,167 495,449

当期変動額      

新株の発行     ―

新株予約権の発行      

新株の発行

（新株予約権の行

使）

    ―

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
    △359,630

自己株式の取得     △4

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

△373 △373 ― △116,167 △116,541

当期変動額合計 △373 △373 ― △116,167 △476,176

当期末残高 781 781 ― ― 19,272
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 当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,253,319 1,351,298 △2,586,074 △52 18,491

当期変動額      

新株の発行 164,986 164,986   329,972

新株予約権の発行      

新株の発行

（新株予約権の行

使）

16,470 16,470   32,941

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
  △348,374  △348,374

自己株式の取得      

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 181,456 181,456 △348,374 ― 14,538

当期末残高 1,434,776 1,532,755 △2,934,449 △52 33,029
 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 781 781 ― ― 19,272

当期変動額      

新株の発行     329,972

新株予約権の発行   4,477  4,477

新株の発行

（新株予約権の行

使）

  △441  32,500

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
    △348,374

自己株式の取得     ―

株主資本以外の項目

の

当期変動額（純額）

1,336 1,336  ― 1,336

当期変動額合計 1,336 1,336 4,036 ― 19,911

当期末残高 2,118 2,118 4,036 ― 39,184
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純損失（△） △332,180 △347,134

 減価償却費 24,469 ―

 のれん償却額 6,183 ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △143,175 △105,950

 関係会社株式売却損益（△は益） 91,625 ―

 工事損失引当金の増減額（△は減少） ― △14,000

 偶発損失引当金の増減額（△は減少） ― 73,000

 受取利息及び受取配当金 △1,793 △21

 支払利息 7,424 3,361

 株式交付費 ― 21,094

 為替差損益（△は益） 162 20

 投資事業組合運用損益（△は益） ― △4,442

 固定資産売却損益（△は益） △2,490 ―

 減損損失 71,315 5,560

 売上債権の増減額（△は増加） 116,300 58,876

 たな卸資産の増減額（△は増加） △163,791 47,373

 仕入債務の増減額（△は減少） 122,843 △276,165

 前受金の増減額（△は減少） 28,290 △45,527

 その他の資産の増減額（△は増加） 226,156 96,388

 その他の負債の増減額（△は減少） △40,167 △5,478

 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,281 △10,804

 未収消費税等の増減額（△は増加） 3,986 △5,372

 小計 17,438 △509,222

 利息及び配当金の受取額 1,793 21

 利息の支払額 △7,424 △3,361

 法人税等の支払額 △17,887 △2,534

 営業活動によるキャッシュ・フロー △6,080 △515,095

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 △410 ―

 有形固定資産の売却による収入 4,561 ―

 投資事業組合からの分配による収入 ― 41,486

 無形固定資産の取得による支出 △108 ―

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

※２  63,474 ―

 投資活動によるキャッシュ・フロー 67,517 41,486
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 304,443 200,000

 短期借入金の返済による支出 △91,678 △400,000

 長期借入金の返済による支出 △21,720 ―

 株式の発行による収入 ― 310,602

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 ― 30,775

 新株予約権の発行による収入 ― 4,477

 ファイナンスリース債務の返済による支出 △3,641 ―

 自己株式の取得による支出 △4 ―

 財務活動によるキャッシュ・フロー 187,399 145,855

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 248,673 △327,773

現金及び現金同等物の期首残高 191,710 440,384

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  440,384 ※1  112,610
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社グループは、前連結会計年度以前から継続して営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を

計上しており、損失が継続することで資金繰りに懸念が生じる可能性があります。

当連結会計年度の業績においても、営業損失252,479千円、経常損失272,124千円及び親会社株主に帰属する当期

純損失348,374千円を計上し、当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しております。

当社グループは、上記の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消するために、以下の対応策

を講じ、当該状況の解消又は改善に努めてまいります。

 
①営業利益及びキャッシュ・フローの確保

前連結会計年度に引き続き、各案件の精査を行い、継続的に原価の低減を図り、利益率の向上を進めてまいりま

す。また、安定的な売上・利益を確保する体制の構築を進めてまいります。

 
②案件精査、利益率確保のための体制

案件の精査、見積の正確性を高めるため、営業担当、技術部門、工事管理部門参加のプロジェクト会議を立ち上

げております。本プロジェクト会議は、月に１回の定例会議と大型案件が発生した場合の臨時会議を行い、案件ご

との想定原価審査、工程の確認等により利益率確保に努めてまいります。

 
③諸経費の削減

随時、販売費及び一般管理費の見直しを実施し、販売費及び一般管理費の削減を推進し、利益確保に努めてまい

ります。

 
④資金調達

吉野勝秀氏を割当先とする第三者割当増資を実施し、当連結会計年度において329,972千円調達いたしました。ま

た、2020年９月28日に発行した第７回新株予約権の行使が2020年11月24日に行われ32,500千円を調達いたしまし

た。今後、全てが行使された場合には297,472千円を調達できる見込みであります。今後も、財務体質改善のため

に、将来的な増資の可能性も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めております。

（重要な後発事象）に記載のとおり、2021年５月31日において、第７回新株予約権の一部行使により、97,500千

円を調達しました。

 
しかしながら、これらの対応策を講じても、業績及び資金面での改善を図る上で重要な要素となる売上高及び営

業利益の確保は外部要因に大きく依存することになるため、また、新株予約権による資金調達は行使が約束されて

いるものではないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確

実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
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(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数     1社

連結子会社の名称   株式会社省電舎

 

(2) 主要な非連結子会社

該当事項はありません。

 

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数

該当事項はありません。

 
(2) 持分法を適用していない関連会社　　　

該当事項はありません。

 
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

４ 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有価証券に

みなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

②たな卸資産

原材料は総平均法に基づいて算定しており（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法)、未成事業支出金は個別法に基づく原価法 (貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）によっております。
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(2) 重要な減価償却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)

イ 節減量分与契約資産

（機械及び装置）

顧客との契約期間を耐用年数とする定額法

ロ その他の資産

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。）

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　15～50年

機械装置及び運搬具　　　　17年

工具、器具及び備品　　５～15年

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっております。

　

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権及び貸付金等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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができ

る工事について、損失見込額を計上しております。

③偶発損失引当金

将来発生する可能性のある偶発損失に備え、個別のリスク等を勘案し、合理的に算出した損失負担見込額を計上

しております。

 
(4) 重要な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

工事完成基準を適用しております。

　

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限が

到来する短期投資からなっております。
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(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

②連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社グループは、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算

制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連

結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 

2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法

の規定に基づいております。

 
(重要な会計上の見積り)

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係

る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

 偶発損失引当金　73,000千円

現在進行中の案件の中で、進捗の遅延によって損失が発生する可能性のある案件について、損失が発生すると見込

まれる額を偶発損失引当金として計上しました。

当該見積りは、将来の損失の発生の不確実性などによって影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の連結財務

諸表において、偶発損失引当金及びその繰入・戻入の金額に重要な影響を与える可能性があります。

 
(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 
(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　2020年３月31日　企業会計基準委員会)

・「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　2021年３月26日　企業会計基準委員

会)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基

準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日

以後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的

な会計基準が開発され、適用指針と併せて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な指針として、IFRS第15号と整合

性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを

出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでに我が国で行われてきた実務的に配慮すべき項目が

ある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

 
(2) 適用予定日

2022年３月期の期首から適用します。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。
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(表示方法の変更)

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「前払費用」は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財

務諸表の組み替えを行っております。

この結果、「流動資産」の「その他」に表示していた20,100千円は、「前払費用」11,584千円、「その他」8,516千

円として組替えております。

前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「敷金」は、金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連

結財務諸表の組み替えを行っております。

この結果、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた29,050 千円は、「敷金」28,797千円、「その他」

252千円として組替えております。

 
（連結損益計算書）

前連結会計年度において区分掲記しておりました営業外収益の「受取利息」及び「受取配当金」は、金額的重要性

が低下したため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連

結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「受取利息」に表示していた1,769千円、及び

「受取配当金」に表示していた24千円は、営業外収益の「その他」として組替えております。

前連結会計年度において区分掲記しておりました営業外費用の「債権売却損」は、金額的重要性が低下したため、

営業外費用の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結

財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「債権売却損」に表示していた1,004千円は、

営業外費用の「その他」として組替えております。

 
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末

に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度

に係る内容については記載しておりません。

 
（会計上の見積りの変更）

（資産除去債務の見積りの変更）

　当社グループは、2021年４月22日開催の取締役会で、当社の事務所の移転について決議を行いました。これに

より、退去前の事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復費用として計上していた資産除去債務について、退去

に関する新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。当連結会計期間末におい

て、この見積りの変更による増加額5,560千円を変更前の資産除去債務残高に加算するとともに、同時に計上した

有形固定資産について減損損失5,560千円を特別損失に計上しました。

　当連結会計年度末において、移転について決議された事務所等に係る原状回復費用に関して、退去の時期、解

体撤去の工法及び範囲が見直されたことにより、前連結会計年度末の見積りに比べて、資産除去債務の残高は

5,560千円増加しました。

　なお、当該見積りの変更の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純損失は5,560千円の増加となりました。

 
(追加情報)

(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国内外の景気の急速な悪化により、当社では受注の減少などの影響を受け

ております。このような環境下においては、新型コロナウイルス感染症の収束時期は未だ不透明であり、経済活動

への影響を予測することが非常に難しい状況となっております。このため、当社グループにおいては、翌連結会計

年度以降回復傾向になると見込んでいるものの、2022年３月期までは当該影響が継続するものと仮定し、継続企業

の前提に係る将来の資金繰りの検討及び会計上の見積もりを行っております。

ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により見積りが変化し

た場合には、翌連結会計年度以降における当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。
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(連結損益計算書関係)

※１．売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額の総額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

工事損失引当金繰入額 ―千円 △14,000千円
 

 
※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

 
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

給料及び手当 166,806千円 157,069千円

支払手数料 42,916千円 25,381千円

支払報酬 143,738千円 70,647千円

賃借料 37,576千円 36,000千円

貸倒引当金繰入額 △3,782千円 △5,739千円
 

　

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

機械装置及び運搬具 1,666千円 ―千円

建物 198千円 ―千円

土地 625千円 ―千円
 

 

※４．減損損失

前連結会計年度(自 2019年４月１日   至 2020年３月31日)

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
 

場　所 用　途 種　類 金額（千円）

東京都港区 事業用資産
建物、機械装置及び運搬具、無形固定資
産その他

13,599

東京都港区 ― のれん 57,715
 

当社グループは、事業用資産は主に事業セグメントに基づきグルーピングを行っており、遊休資産については個

別の資産ごとにグルーピングを行っております。

上記の事業用資産については、事業における収益性の著しい低下及び今後の事業計画等を考慮した結果、減損損

失71,315千円として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物13,200千円、機械装置及び運搬具308千円、無形固定資産その他91千円、のれん57,715千円で

あります。

なお、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値により測定しておりますが、使用価値については将来キャッ

シュ・フローをマイナスと見込んでいるため、割引計算は行っておりません。
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当連結会計年度(自 2020年４月１日   至 2021年３月31日)

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
 

場　所 用　途 種　類 金額（千円）

東京都港区 事業用資産 建物 5,560
 

当社グループは、事業用資産は主に事業セグメントに基づきグルーピングを行っており、遊休資産については個

別の資産ごとにグルーピングを行っております。

上記の事業用資産については、事業における収益性の著しい低下及び今後の事業計画等を考慮した結果、減損損

失5,560千円として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物5,560千円あります。

なお、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値により測定しておりますが、使用価値については将来キャッ

シュ・フローをマイナスと見込んでいるため、割引計算は行っておりません。

 
(連結包括利益計算書関係)

※１．その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

その他有価証券評価差額金   

 当期発生額 △538千円 1,925千円

 組替調整額 ―千円 ―千円

   税効果調整前 △538千円 1,925千円

   税効果額 164千円 △589千円

   その他有価証券評価差額金 △373千円 1,336千円

その他の包括利益合計 △373千円 1,336千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

　

前連結会計年度(自 2019年４月１日   至 2020年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,202,173 ― ― 4,202,173
 

 
２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 39 23 ― 62
 

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加　23株

 
３．新株予約権に関する事項

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。

 
当連結会計年度(自 2020年４月１日   至 2021年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,202,173 1,115,300 ― 5,317,473
 

(注)　増加1,115,300株は第三者割当による新株式発行1,015,300株と新株予約権の行使による新株発行

100,000株によるものであります。

 
２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 62 ― ― 62
 

 
３．新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
第７回新株
予約権

普通株式 ― 1,015,300 100,000 915,300 4,036

合計 ― 1,015,300 100,000 915,300 4,036
 
 

　　　　（変動事由の概要）

　　　　第７回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の発行による増加　1,015,300株

　　　　第７回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の行使による減少　　100,000株

　

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

現金及び預金 440,384千円 112,610千円

現金及び現金同等物 440,384千円 112,610千円
 

 
※２  株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

　株式の売却により株式会社エールが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳

並びに株式会社エール株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

 

流動資産 1,006,011 千円
固定資産 392,963  
流動負債 △882,986  
固定負債 △220,091  
非支配株主持分 △124,271  
株式売却損 △91,625  
株式の売却価額 80,000  
現金及び現金同等物 16,525  
差引：売却による収入 63,474  

 

 

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

　該当事項はありません。

 

※３　重要な非資金取引の内容

　　　重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりです。

 
前連結会計年度

（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

当連結会計年度
（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

重要な資産除去債務の計上額 13,200千円 5,560千円
 

 

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

１年内 33,495千円 ―千円

１年超 16,747千円 ―千円

合 計 50,243千円 ―千円
 

 

(金融商品関係)

１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については

銀行借入等による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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晒されております。

当該リスクに関しては、一部、営業取引に際し、前受金を受け入れ、信用リスクの軽減を図っておりま

す。また、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、定期的に各担当

役員へ報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式への出資であります。上場株式は、市場価格の

変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理してお

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

有価証券報告書

54/93



り、また、その内容が取締役会に報告されております。

営業債務である買掛金及び未払金はほぼ３カ月以内の支払期日であります。

短期借入金は営業取引に係る資金調達であります。

また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されていますが、資金繰り計画を作成する等の方法により管

理しております。

 
２. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、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含めておりません。

詳細については、「(注)２」をご参照ください。

 
前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時 価
(千円)

差 額
(千円)

(1)現金及び預金 440,384 440,384 ―

(2)受取手形及び売掛金 157,448 157,448 ―

(3)投資有価証券 1,377 1,377 ―

(4)破産更生債権等 45,371   

貸倒引当金(※１) △45,371   

 ― ― ―

(5)長期滞留債権 21,117   

貸倒引当金(※２) △21,117   

 ― ― ―

(6)長期未収入金 44,030   

貸倒引当金(※３) △44,030   

 ― ― ―

資産計 599,209 599,209 ―

(1)買掛金 16,246 16,246 ―

(2)短期借入金 200,000 200,000 ―

(3)未払金 383,415 383,415 ―

(4)未払法人税等 12,051 12,051 ―

(5)未払消費税等 10,804 10,804 ―

負債計 622,518 622,518 ―
 

※１．破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

※２．長期滞留債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

※３．長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

有価証券報告書

55/93



 

当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時 価
(千円)

差 額
(千円)

(1)現金及び預金 112,610 112,610 ―

(2)受取手形及び売掛金 98,572 98,572 ―

(3)投資有価証券 3,303 3,303 ―

(4)破産更生債権等 10,308   

貸倒引当金(※１) △10,308   

 ― ― ―

(5)長期滞留債権 ―   

貸倒引当金 ―   

 ― ― ―

(6)長期未収入金 ―   

貸倒引当金 ―   

 ― ― ―

(7)敷金 29,028 29,028 ―

資産計 243,513 243,513 ―

(1)買掛金 5,275 5,275  

(2)短期借入金 ― ―  

(3)未払金 118,706 118,706  

(4)未払法人税等 6,729 6,729  

(5)未払消費税等 ― ―  

負債計 130,711 130,711  
 

※１．破産更生債権等に個別に計上してい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及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

資産

(1) 現金及び預金

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

ております。

(2) 受取手形及び売掛金

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

ております。

(3) 投資有価証券

時価について、上場株式は取引所の価格によっております。

(4)　破産更生債権等、(5)　長期滞留債権、(6)　長期未収入金

これらの時価については、担保及び相手先の財務状況による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定してい

るため、時価は連結会計年度末における連結貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した金額に近似していると

考えられることから、当該価額をもって時価としております。

(7)　敷金

敷金の時価については、その将来キャッシュ・フローを返還予定時期に基づき、国債の利回り等適切な指標で

割り引いた現在価値により算定しております。
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負債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等

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

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連結貸借対照表計上額

  (単位：千円)

区分
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

投資事業有限責任組合への出資 37,044 ―

合 計 37,044 ―
 

投資事業有限責任組合への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められていることから、「資産（3）投資有価証券」には含めておりません。

 

（注３） 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2020年３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 440,384 ― ― ―

受取手形及び
売掛金

157,448 ― ― ―

合計 597,832 ― ― ―
 

 

当連結会計年度(2021年３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 112,610 ― ― ―

受取手形及び
売掛金

98,572 ― ― ―

合計 211,182 ― ― ―
 

　

（注４） 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2020年３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 200,000 ― ― ― ― ―

合計 200,000 ― ― ― ― ―
 

　

当連結会計年度(2021年３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 ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― ―
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(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度(2020年３月31日)

 種類
連結貸借対照表
計上額(千円)

取得原価
(千円)

差額(千円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

株 式 1,377 250 1,127

 

 

当連結会計年度(2021年３月31日)

 種類
連結貸借対照表
計上額(千円)

取得原価
(千円)

差額(千円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

株 式 3,303 250 3,053

 

　

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

種類
売却額
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

株　式 ― ― ―

合　計 ― ― ―
 

 
当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

種類
売却額
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

株　式 3,550 3,550 ―

その他 41,486 4,442 ―

合　計 45,036 7,992 ―
 

 
(退職給付関係)

当社グループは、退職給付制度を設けておりませんので該当事項はありません。

 
(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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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

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

繰延税金資産 千円 千円

 減価償却資産 3,540 3,121

　材料廃棄損等 28,986 ―

 投資有価証券評価損 4,439 ―

 ゴルフ会員権評価損 897 897

 貸倒引当金否認額 35,598 3,156

　工事損失引当金 4,286 ―

 減損損失 5,330 6,021

 事業撤退損 58,243 ―

　偶発損失引当金 ― 22,352

 税務上の繰越欠損金 530,899 788,892

 その他 46,778 △330

       小計 719,001 824,111

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △530,899 △788,892

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △188,102 △35,219

　評価性引当額小計 △719,001 △824,111

       繰延税金資産合計 ― ―

　繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △345 △934

         繰延税金負債合計 △345 △934

         差引繰延税金資産(負債)の純額 △345 △934
 

 

繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

固定負債－繰延税金負債 345千円 934千円
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     (注)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

          前連結会計年度（2020年３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）

合計
（千円）

税務上の繰越欠損
金（a）

2,213 34,919 ― 101,849 12,821 379,095 530,899千円

評価性引当額 △2,213 △34,919 ― △101,849 △12,821 △379,095 △530,899千円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― (b)―  　
 

　　　　(a)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

(b)　税務上の繰越欠損金530,899千円(法定実効税率を乗じた額)について、回収不可能と判断し繰延税金資産

は計上しておりません。

          当連結会計年度（2021年３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）

合計
（千円）

税務上の繰越欠損
金（a）

34,919 ― 101,849 12,821 3,517 635,784 788,892千円

評価性引当額 △34,919 ― △101,849 △12,821 △3,517 △635,784 △788,892千円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― (b)―    　
 

　　　　(a)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

(b)　税務上の繰越欠損金788,892千円(法定実効税率を乗じた額)について、回収不可能と判断し繰延税金資産

は計上しておりません。

　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

　　前連結会計年度及び当連結会計年度における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差異

については、税金等調整前当期純損失を計上したため記載しておりません。
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(企業結合等関係)

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

当社は2019年７月19日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社エールの全株式を譲渡する決議を

行い、同日株式譲渡契約を締結し、2019年10月16日開催の株主総会においてその契約の承認を行いました。

 

１.事業分離の概要

(1)分離先の氏名

　中村健治

(2)分離した事業の内容

　省エネルギー関連事業、再生可能エネルギー事業

(3)事業分離を行った主な理由

事業環境の変化を踏まえて、再生可能エネルギー事業の縮小を決定したためであります。なお、株式譲渡の相手

方である、中村健治氏は、当社の主要株主であり、関連当事者に該当します。

(4)事業分離日

　2019年10月17日

(5)法的形式を含む取引の概要

　受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

 

２.実施した会計処理の概要

(1)移転損益の金額

　関係会社株式売却損　91,625千円

(2)分離した事業に係る資産および負債の適正帳簿価額並びにその内容

流動資産 1,006,011千円

固定資産 392,963 

資産合計 1,398,975 

流動負債 882,791 

固定負債 220,091 

負債合計 1,102,883 
 

(3) 会計処理

移転した事業に係る株主資本相当額と、売却により当社が受け取った財産の時価との差額は、当連結会計年度に

係る連結損益計算書において「関係会社株式売却損」として特別損失に91,625千円計上しております。

 
３．当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高 634,431千円

営業利益 34,010千円
 

 

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

有価証券報告書

61/93



 

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

 

(1) 当該資産除去債務の概要

本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を使用開始から2021年８月までと見積り、割引率は０％を使用して資産除去債務の金額を計算

しております。

 

(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

 

 
前連結会計年度

（自　2019年４月１日

   至　2020年３月31日）

当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

期首残高 ―千円 13,200千円

見積りの変更による増加額 13,200千円 5,560千円

期末残高 13,200千円 18,760千円
 

 
(4) 当該資産除去債務の金額の見積りの変更

前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

前連結会計年度において、本社事務所の移転に伴う新たな情報の入手に基づき、当該物件に係る原状回復費

用を合理的に見積もることが可能となったため、13,200千円を資産除去債務として計上しております。

なお、この変更に伴って計上した有形固定資産については、減損損失として処理したため、当該見積りの変

更の結果、前連結会計年度の税金等調整前当期純損失が13,200千円増加しております。

 
当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

当連結会計年度において、当社グループは、2021年４月22日開催の取締役会で、当社の事務所の移転につい

て決議を行いました。これにより、退去前の事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復費用として計上してい

た資産除去債務について、退去に関する新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行い

ました。当連結会計期間末において、この見積りの変更による増加額5,560千円を変更前の資産除去債務残高に

加算するとともに、同時に計上した有形固定資産について減損損失5,560千円を特別損失に計上しました。

当連結会計年度末において、移転について決議された事務所等に係る原状回復費用に関して、退去の時期、

解体撤去の工法及び範囲が見直されたことにより、前連結会計年度末の見積りに比べて、資産除去債務の残高

は5,560千円増加しました。

なお、当該見積りの変更の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純損失は5,560千円の増加となりまし

た。

 

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

有価証券報告書

62/93



 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

「当連結会計年度（報告セグメントの変更等に関する事項）」に記載のとおりであります。

 
当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

当社グループは「省エネルギー関連事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
（報告セグメントの変更等に関する事項）

当社グループは従来、「省エネルギー関連事業」「再生可能エネルギー事業」の２事業を報告セグメントと

しておりましたが、当連結会計年度より「省エネルギー関連事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、前連結会計年度で「再生可能エネルギー事業」を構成しておりました連結子会社の株式を、2019年

10月17日付で株式を売却しておりこれに伴い、当連結会計年度より、「再生可能エネルギー事業」を報告セグ

メントより除外し「省エネルギー関連事業」の単一セグメントとなったことから、セグメント情報の記載を省

略しております。

 
【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

当社グループは単一セグメントであるため、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

東芝テック株式会社 422,327 省エネルギー事業

株式会社馬車道 401,709 省エネルギー事業

株式会社電律 281,600 再生可能エネルギー事業
 

 

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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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

株式会社エールケンフォー 125,801 省エネルギー関連事業

株式会社日本キャンパック 98,169 省エネルギー関連事業

東芝テック株式会社 90,530 省エネルギー関連事業
 

 

【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】

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
【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】

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【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

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

①連結財務諸表提出会社の非連結子会社および関連会社等

前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

該当事項はありません。

 
②連結財務諸表提出会社の役員および主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

 

種類
会社等の
名称

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)

役員及び主要
株主

井元義昭 ― ― 当社取締役
被所有
直接
33.3％

資金の借入

資金の借入 200,000 短期借入金 200,000

利息の支払
い
 

5,493 ― ―

主要株主 中村健治 ― ―

株 式 会 社
エールケン
フォー代表
取締役

被所有
直接
17.0％

―

株 式 会 社
エールの株
式売却
 

80,000 ― ―

資金の貸付
 

80,000 ― ―

利息の受取
り

1,764
―
 

―

 

（注）１．上記取引金額に消費税等は含まれておりません。

２．資金の借入に係る利息に付いては、借入先の調達金利等を勘案し、両者協議の上決定しております。

３．株式売却価格は、独立した第三者による株価算定の結果を踏まえ、両者協議の上で決定しております。

４．資金の貸付に係る利息については、当社の調達金利を勘案し、両者協議の上決定しております。
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当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

 

種類
会社等の
名称

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)

役員及び主要
株主

井元義昭 ― ― 当社取締役
被所有
直接
23.3％

資金の借入

借入金の返
済

200,000 ― ―

利息の支払
い
 

2,828 ― ―

主要株主
吉野勝秀
（注３）

― ― ―
被所有
直接
20.6％

―

借入金の返
済
（注４）

200,000 ― ―

新株予約権
の行使
（注５）

32,500 ― ―

 

（注）１．上記取引金額に消費税等は含まれておりません。

２．資金の借入に係る利息に付いては、借入先の調達金利等を勘案し、両者協議の上決定しております。

３．吉野氏は、2020年９月28日に行った第三者割当有償増資により、当社の主要株主になったため、同日を

もって当社の関連当事者に該当することとなりました。上記取引金額は、関連当事者に該当することと

なった以降の取引を集計しております。

４．2020年９月11日に同額の資金の借入取引を行っていますが、その当時は関連当事者では無かったため、

記載しておりません。また、借入に係る利息の支払491千円を行っておりますが、これは関連当事者で

なかった期間に対応するものであるため、記載しておりません。

５．新株予約権の行使は、2020年９月10日開催の取締役会決議に基づき付与された新株予約権の、当連結会

計年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当連結会計年度における新株予約権の

権利行使による付与株式数に、１株当たりの払込金額を乗じた金額を記載しております。
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(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員および主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３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)

重要な子会社
の役員及び主
要株主

中村健治 ― ―

株 式 会 社
エールケン
フォー代表
取締役

被所有
直接
17.0％

資金の借入

資金の借入
(注１)　
(注２)
 

54,443 ― ―

借入金の返
済
(注１)　
(注２)

41,142 ― ―

立替金の回
収

立替金の回
収
(注２)

50,000 ― ―

債務被保証

 銀行借入
に対する債
務 被 保 証
(注３)

226,696 ― ―

重要な子会社
の役員が議決
権の過半数を
所有している
会社

AK4 パ
ワーエナ
ジー2合
同会社

東京都渋
谷区

10
再生可能エネ
ルギー業

―
工事代金等の

立替

工事代金等
の立替
(注２)

12,700 ― ―

 

取引条件及び取引条件の決定方針

（注）１．資金の借入については無利息であります。

２．当社は、2019年10月17日付で連結子会社であった株式会社エールの全株式を中村健治氏に譲渡いたしま

した。これにより、同社の連結子会社であった株式会社エールケンフォーは、連結子会社から除外され

ております。このため、取引金額は連結子会社であった期間についての取引金額を記載しております。

３．当社子会社である株式会社エールケンフォーは銀行借入に対して、同社代表取締役中村健治より債務保

証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

また、取引金額は、株式会社エールケンフォーが連結子会社でなくなった時点の残高を記載しておりま

す。
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当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

 

種類
会社等の
名称

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)

主要株主が議

決権の過半数

を自己の計算

において保有

している会社

等

株式会社
エールケ
ンフォー

東京都港
区

60,000
省 エ ネ ル
ギー関連事
業

被所有
直接
13.5％

営業上の取引 売上高 125,801 ― ―

 

取引条件及び取引条件の決定方針

（注）１．上記取引金額に消費税等は含まれておりません。

２．主要株主である中村健治氏が、当該会社の議決権の100%を間接所有しております。

３．上記各社との取引については一般の取引条件と同様に決定しております。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 4円59銭 6円61銭

１株当たり当期純損失（△） △85円58銭 △73円31銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

潜在株式は存在しないため記
載しておりません。

潜在株式は存在するものの１
株当たり当期純損失であるた
め記載しておりません。

 

 

(注) １．１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり当期純損失（△）(千円)   

親会社株主に帰属する当期純損失
（△）(千円)

△359,630 △348,374

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純損失（△）(千円)

 
△359,630

△348,374

普通株式の期中平均株式数(株) 4,202,133 4,751,784
 

 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 19,272 39,184

純資産の部の合計額から控除する金額
(千円)

― 4,036

（うち新株予約権(千円)） (  ―　) (4,036)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 19,272 35,148

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た期末の普通株式の数(株)

4,202,111 5,317,411
 

 

(重要な後発事象)

第７回新株予約権の行使による増資

2021年５月31日に第７回新株予約権の一部行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要

は以下のとおりであります。

① 行使新株予約権個数3,000個

② 資本金の増加額　　49,411千円

③ 資本準備金の増加額49,411千円

④ 増加した株式の種類及び株数　普通株式　300,000株
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⑤ 【連結附属明細表】

【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 200,000 ― 3.5 ―

１年内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―

１年内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

― ― ― ―

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)

― ― ― ―

計 200,000 ― ― ―
 

(注) 平均利率については、借入金等の期首残高に対する加重平均利率を記載しております。

 
【資産除去債務明細表】

区分
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）

不動産賃貸借契約に伴う
原状回復義務

13,200 5,560 ― 18,760
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売 上 高 (千円) 118,023 253,769 534,540 844,454

税金等調整前四半期(当
期)純損失(△)

(千円) △91,947 △192,568 △247,757 △347,134

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △92,257 △193,188 △248,687 △348,374

1株当たり四半期(当期)
純損失(△)

（円) △21.96 △45.79 △54.46 △73.31

 

　

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純損
失(△)

(円) △21.96 △23.83 △10.55 △18.75
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２ 【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

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 82,068 4,773

  売掛金 ※1  20,035 ※1  38,525

  原材料 2,172 1,636

  立替金 ※1  191,572 ※1  178,530

  前払費用 9,755 9,537

  関係会社貸付金 290,500 255,500

  未収入金 ※1  4,069 ※1  4,069

  未収収益 5,333 9,425

  未収消費税等 8,374 8,321

  その他 13 13

  貸倒引当金 △346,667 △466,016

  流動資産合計 267,227 44,316

 固定資産   

  投資その他の資産   

   投資有価証券 38,421 3,303

   敷金及び保証金 28,797 28,797

   長期未収入金 44,030 ―

   破産更生債権等 15,807 10,308

   その他 80 80

   貸倒引当金 △59,945 △10,308

   投資その他の資産合計 67,191 32,180

  固定資産合計 67,191 32,180

 資産合計 334,418 76,496
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 2,607 4,680

  株主、役員又は従業員からの短期借入金 200,000 ―

  未払金 ※1  86,429 2,765

  未払費用 ※1  720 813

  未払法人税等 8,470 6,729

  預り金 ※1  2,356 1,706

  前受収益 920 920

  資産除去債務 ― 18,760

  その他 95 ―

  流動負債合計 301,600 36,377

 固定負債   

  資産除去債務 13,200 ―

  繰延税金負債 345 934

  固定負債合計 13,545 934

 負債合計 315,145 37,312

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,253,319 1,434,776

  資本剰余金   

   資本準備金 1,060,499 1,241,956

   その他資本剰余金 290,799 290,799

   資本剰余金合計 1,351,298 1,532,755

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △2,586,074 △2,934,449

   利益剰余金合計 △2,586,074 △2,934,449

  自己株式 △52 △52

  株主資本合計 18,491 33,029

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 781 2,118

  評価・換算差額等合計 781 2,118

 新株予約権 ― 4,036

 純資産合計 19,272 39,184

負債純資産合計 334,418 76,496
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 62,941 44,653

売上原価 24,718 24,649

売上総利益 38,223 20,004

販売費及び一般管理費   

 役員報酬 38,765 53,035

 給料及び手当 37,227 44,663

 賃借料 19,431 24,965

 支払報酬 89,094 48,403

 減価償却費 161 ―

 支払手数料 37,617 19,296

 貸倒引当金繰入額 △8,660 119,241

 その他 ※1  39,018 ※1  39,949

 販売費及び一般管理費合計 252,656 349,554

営業損失（△） △214,433 △329,550

営業外収益   

 受取利息 7,385 4,092

 投資事業組合運用益 ― 4,442

 違約金収入 2,167 ―

 その他 ※1  936 ※1  36

 営業外収益合計 10,489 8,570

営業外費用   

 支払利息 ※1  5,493 ※1  3,320

 株式交付費 ― 21,094

 その他 324 20

 営業外費用合計 5,817 24,435

経常損失（△） △209,761 △345,414

特別利益   

 投資有価証券売却益 ― 3,550

 固定資産売却益 823 ―

 特別利益合計 823 3,550

特別損失   

 減損損失 ※２  13,291 ※２  5,560

 関係会社株式売却損 210,799 ―

 その他 628 ―

 特別損失合計 224,719 5,560

税引前当期純損失（△） △433,656 △347,424

法人税、住民税及び事業税 △3,119 950

法人税等合計 △3,119 950

当期純損失（△） △430,537 △348,374
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他

資本剰余金

資本剰余金

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 1,253,319 1,060,499 290,799 1,351,298 △2,155,537 △2,155,537 △47 449,032

当期変動額         

新株の発行 ― ―  ―    ―

新株予約権の発行         

新株の発行

（新株予約権の行使）
― ―  ―    ―

当期純損失（△）     △430,537 △430,537  △430,537

自己株式の取得       △4 △4

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
        

当期変動額合計 ― ― ― ― △430,537 △430,537 △4 △430,541

当期末残高 1,253,319 1,060,499 290,799 1,351,298 △2,586,074 △2,586,074 △52 18,491
 

 

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 1,155 1,155 ― 450,187

当期変動額     

新株の発行    ―

新株予約権の発行     

新株の発行

（新株予約権の行使）
  ― ―

当期純損失（△）    △430,537

自己株式の取得    △4

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△373 △373  △373

当期変動額合計 △373 △373 ― △430,914

当期末残高 781 781 ― 19,272
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 当事業年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他

資本剰余金

資本剰余金

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 1,253,319 1,060,499 290,799 1,351,298 △2,586,074 △2,586,074 △52 18,491

当期変動額         

新株の発行 164,986 164,986  164,986    329,972

新株予約権の発行         

新株の発行

（新株予約権の行使）
16,470 16,470  16,470    32,941

当期純損失（△）     △348,374 △348,374  △348,374

自己株式の取得         

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
        

当期変動額合計 181,456 181,456 ― 181,456 △348,374 △348,374 ― 14,538

当期末残高 1,434,776 1,241,956 290,799 1,532,755 △2,934,449 △2,934,449 △52 33,029
 

 

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 781 781 ― 19,272

当期変動額     

新株の発行    329,972

新株予約権の発行   4,477 4,477

新株の発行

（新株予約権の行使）
  △441 32,500

当期純損失（△）    △348,374

自己株式の取得    ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
1,336 1,336  1,336

当期変動額合計 1,336 1,336 4,036 19,911

当期末残高 2,118 2,118 4,036 39,184
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社は、前事業年度以前から継続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、損失が継続することで

資金繰りに懸念が生じる可能性があります。

当事業年度の業績においても、営業損失329,550千円、経常損失345,414千円及び当期純損失348,374千円を計上し、

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、上記の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消するために、以下の対応策を講じ、当

該状況の解消又は改善に努めてまいります。

 
①営業利益及びキャッシュ・フローの確保

前事業年度に引き続き、各案件の精査を行い、継続的に原価の低減を図り、利益率の向上を進めてまいります。

また、安定的な売上・利益を確保する体制の構築を進めてまいります。

 
②案件精査、利益率確保のための体制

案件の精査、見積の正確性を高めるため、営業担当、技術部門、工事管理部門参加のプロジェクト会議を立ち上

げております。本プロジェクト会議は、月に１回の定例会議と大型案件が発生した場合の臨時会議を行い、案件ご

との想定原価審査、工程の確認等により利益率確保に努めてまいります。

 
③諸経費の削減

随時、販売費及び一般管理費の見直しを実施し、販売費及び一般管理費の削減を推進し、利益確保に努めてまい

ります。

 
④資金調達

吉野勝秀氏を割当先とする第三者割当増資を実施し、当事業年度において329,972千円調達いたしました。また、

2020年９月28日に発行した第７回新株予約権の行使が2020年11月24日に行われ32,500千円を調達いたしました。今

後、全てが行使された場合には297,472千円を調達できる見込みであります。今後も、財務体質改善のために、将来

的な増資の可能性も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めております。

（重要な後発事象）に記載のとおり、2021年５月31日において、第７回新株予約権の一部行使により、97,500千

円を調達しました。

 
しかしながら、これらの対応策を講じても、業績及び資金面での改善を図る上で重要な要素となる売上高及び営

業利益の確保は外部要因に大きく依存することになるため、また、新株予約権による資金調達は行使が約束されて

いるものではないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸

表に反映しておりません。
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(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

②その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出

資(金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を総額で取り込む方法によっておりま

す。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は総平均法に基づいて算定しており（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法)、未成事業支出金は個別法に基づく原価法 (貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）によっております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

①節減量分与契約資産

（機械及び装置）

顧客との契約期間を耐用年数とする定額法

②その他の資産

定率法（ただし、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年４月１日以降取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。）

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　15～50年

機械装置及び運搬具　　　　17年

工具、器具及び備品　　５～15年

 

３．引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権及び貸付金等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勘案し、回収不能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

工事完成基準を適用しております。
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５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第８号)において創設されたグループ通算制度へ

の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結

納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 

2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正

前の税法の規定に基づいております。

 
(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

 
(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 

(表示方法の変更)

（貸借対照表）

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収収益」と「未収消費税等」は、金額的重要

性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年

度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた13,720千円は、「未収収益」5,333千円、「未

収消費税等」8,374千円「その他」13千円として組替えております。

 
（損益計算書）

前事業年度において区分掲記しておりました営業外収益の「受取配当金」は、金額的重要性が低下したため、営

業外収益の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算

書の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「受取配当金」に表示

していた24千円は、営業外収益の「その他」として組替えております。

 
（会計上の見積りの変更）

 （資産除去債務の見積りの変更）

　当社は、2021年４月22日開催の取締役会で、当社の事務所の移転について決議を行いました。これにより、退

去前の事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復費用として計上していた資産除去債務について、退去に関する

新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。当事業年度末において、この見積

りの変更による増加額5,560千円を変更前の資産除去債務残高に加算するとともに、同時に計上した有形固定資産

について減損損失5,560千円を特別損失に計上しました。

　当事業年度末において、移転について決議された事務所等に係る原状回復費用に関して、退去の時期、解体撤

去の工法及び範囲が見直されたことにより、前事業年度末の見積りに比べて、資産除去債務の残高は5,560千円増

加しました。

　なお、当該見積りの変更の結果、当事業年度の税引前当期純損失は5,560千円の増加となりました。
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（追加情報）

(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国内外の景気の急速な悪化により、当社では受注の減少などの影響を受け

ております。このような環境下においては、新型コロナウイルス感染症の収束時期は未だ不透明であり、経済活動

への影響を予測することが非常に難しい状況となっております。このため、当社においては、翌事業年度以降回復

傾向になると見込んでいるものの、2022年３月期までは当該影響が継続するものと仮定し、継続企業の前提に係る

将来の資金繰りの検討及び会計上の見積もりを行っております。

ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により見積りが変化し

た場合には、翌事業年度以降における当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
（貸借対照表関係）

※１．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

 
前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

短期金銭債権 508,689千円 481,898千円

短期金銭債務 80,879千円 ―千円
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（損益計算書関係）

※１．関係会社との取引高

 

 

前事業年度
(自 2019年４月１日

至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日

至 2021年３月31日)

営業取引高 15,228千円 15,600千円

営業取引以外の取引による取引高 5,620千円 4,091千円
 

　

※２．減損損失

 前事業年度(自2019年４月１日至2020年３月31日)

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場　所 用　途 種　類 金額（千円）

東京都港区 事業用資産
建物、無形固定資産（ソフトウエ
ア）

13,291

 

　当社は、事業用資産は主に事業セグメントに基づきグルーピングを行っており、遊休資産については個別の資産

ごとにグルーピングを行っております。

　上記の事業用資産については、事業における収益性の著しい低下及び今後の事業計画等を考慮した結果、減損損

失13,291千円として特別損失に計上しております。

　その内訳は、建物13,200千円、無形固定資産（ソフトウエア）91千円であります。

　なお、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値により測定しておりますが、使用価値については将来キャッ

シュ・フローをマイナスと見込んでいるため、割引計算は行っておりません。

 
 当事業年度(自2020年４月１日至2021年３月31日)

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場　所 用　途 種　類 金額（千円）

東京都港区 事業用資産 建物 5,560
 

　当社は、事業用資産は主に事業セグメントに基づきグルーピングを行っており、遊休資産については個別の資産

ごとにグルーピングを行っております。

　上記の事業用資産については、事業における収益性の著しい低下及び今後の事業計画等を考慮した結果、減損損

失　5,560千円として特別損失に計上しております。

　その内訳は、建物5,560千円であります。

　なお、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値により測定しておりますが、使用価値については将来キャッ

シュ・フローをマイナスと見込んでいるため、割引計算は行っておりません。

 
（有価証券関係）

該当事項はありません。
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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
(自 2019年４月１日

至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日

至 2021年３月31日)

繰延税金資産 千円 千円

減価償却資産 3,301 2,712

投資有価証券評価損 4,439 ―

材料廃棄損等 28,986 ―

ゴルフ会員権評価損 897 897

貸倒引当金否認額 124,504 145,850

減損損失 4,857 5,768

事業撤退損 58,243 ―

関係会社株式評価損 58,178 58,178

税務上の繰越欠損金 337,993 559,431

その他 46,778 ―

小計 668,182 772,838

 税務上の繰越欠損金に係る評価性当額 △337,993 △559,431

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △330,188 △213,406

　評価性引当額小計 △668,182 △772,838

繰延税金資産合計 ― ―

繰延税金負債   
その他有価証券評価差額金 △345 △934

繰延税金負債合計 △345 △934

差引繰延税金資産(負債)の純額 △345 △934
 

 

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差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度及び当事業年度における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差異については、税

引前当期純損失を計上したため記載しておりません。

 

(企業結合等関係)

前事業年度(自2019年４月１日至2020年３月31日)

（事業分離）

当社の連結子会社である株式会社エールの全株式の売却については、連結の「企業結合等関係」に同一の内容を

記載している為、注記を省略しております。なお当該取引により、当社個別貸借対照表上の同社株式の帳簿価額と

株式売却価額との差額210,799千円を、特別損失の関係会社株式売却損に計上しております。

 
当事業年度(自2020年４月１日至2021年３月31日)

該当事項はありません。

 
(重要な後発事象)

第７回新株予約権の行使による増資

2021年５月31日に第７回新株予約権の一部行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要

は以下のとおりであります。

① 行使新株予約権個数3,000個

② 資本金の増加額　　49,411千円

③ 資本準備金の増加額49,411千円

④ 増加した株式の種類及び株数　普通株式　300,000株
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

       (千円)

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却累計額

有形固定

資産

       

建物附属設備 ― 5,560
5,560

（5,560）
 ― 18,855

機械及び装置 ― ― ― ― ― 4,576

車両運搬具 ― ― ― ― ― 498

工具、器具及び

備品
― ― ― ― ― 16,869

計 ― 5,560
5,560

(5,560)
― ― 40,799

無形固定

資産

       

ソフトウエア ― ― ― ― ― 6,181

計 ― ― ― ― ― 6,181
 

（注）　当期減少額の( )書は、減損損失による減少額であります。

【引当金明細表】

    (千円)

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 406,613 119,348 49,636 476,325
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日

定時株主総会 決算期の翌日から３ヶ月以内

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

   取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

   株式名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

   取次所 －

   買取手数料 株式の売買に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他の事由
が生じた場合には、日本経済新聞に掲載いたします。
公告掲載ＵＲＬ https://shodensya.com/

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

  事業年度(第35期)
自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

 
2020年６月29日
関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

  事業年度(第35期)
自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

 
2020年10月２日
関東財務局長に提出

(3) 内部統制報告書及びその添付書類

  事業年度(第35期)
自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

 
2020年６月29日
関東財務局長に提出

(4) 四半期報告書及び確認書

  第36期　第１四半期
自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

 
2020年８月７日
関東財務局長に提出

  第36期　第２四半期
自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

 
2020年11月９日
関東財務局長に提出

  第36期　第３四半期
自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

 
2021年２月10日
関東財務局長に提出

(5) 四半期報告書の訂正報告書及び確認書

  第36期　第１四半期
自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

 
2020年８月31日
関東財務局長に提出

  第35期　第３四半期
自　2019年10月１日
至　2019年12月31日

 
2020年10月２日
関東財務局長に提出

(6) 臨時報告書

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の
規定に基づく臨時報告書

 
2020年７月17日

関東財務局長に提出

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の
規定に基づく臨時報告書

 
2021年５月25日

関東財務局長に提出

(7) 有価証券届出書及びその添付書類

  
第三者割当による新規株式の発行及び新株予約権の発行に係る
有価証券届出書であります。

 
2020年９月10日

関東財務局長に提出

(8) 有価証券届出書の訂正届出書

  2020年９月10日に提出した有価証券届出書の訂正届出書  
2020年９月14日

関東財務局長に提出
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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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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年６月25日

株式会社省電舎ホールディングス

取締役会　御中

やまと監査法人
 

東京都港区
 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 小黒 健三　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 木村 喬　　印

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社省電舎ホールディングスの2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社省電舎ホールディングス及び連結子会社の2021年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
 継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度以前から継続して営業損失、経常損

失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、損失が継続することで資金繰りに懸念が生じる可能性がある

ことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由

については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確

実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

売上高の実在性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

省電舎ホールディングスグループは、株式会社省電舎
ホールディングス（以下「省電舎ホールディングス」と
いう。）及び連結子会社である株式会社省電舎（以下
「省電舎」という。）で構成されている。
　省電舎ホールディングスグループでは、売上高は重要
な経営指標であるが、新型コロナウイルスの影響に伴う
工事の受注減少などにより減少しており、その実在性に
ついてより慎重な検討が必要と判断している。また、一
部の金額的重要性のある取引が売上高の過半を占め、当
該取引に虚偽表示が含まれると、連結財務諸表全体に重
要な影響を及ぼす可能性がある。
　以上より、当監査法人は、売上高の実在性について、
監査上の主要な検討事項であると判断した。
 

当監査法人は、省電舎ホールディングス及び省電舎の
売上高の実在性に関して、主として以下の監査手続を実
施した。
売上高に関する会計方針及びその適用方法について関

連する内部統制も含めて理解するとともに、売上高の実
在性を確保するために会社が構築した内部統制の整備及
び運用状況の有効性を評価した。
当監査法人は、省電舎ホールディングス及び省電舎に

おいて、売上高の実在性を検証するために、以下の手続
きを実施した。
・取締役会議事録の査閲並びに主要な契約書の査閲を

行い、通例ではない引渡条件等の有無の把握
・案件利益率分析により、詳細な検討が必要と判断し

たものは、その経済合理性も含め、関係者への質
問、及び関連する証憑書類の査閲

・取引金額の金額的重要性等に基づき抽出したサンプ
ルについて、注文書・検収書等の関連証憑との突合
の実施

・売上債権残高の金額的重要性等に基づき抽出したサ
ンプルについて、取引先への残高確認手続の実施及
び差異分析の実施

・売上債権の滞留調査
・売上高や売上債権について、通例でない相手勘定に

係る仕訳の分析
 

 
偶発損失引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

省電舎は、2021年3月31日現在、偶発損失引当金を
73,000千円計上しており、連結財務諸表作成のための基
本となる重要な事項４　会計方針に関する事項(3)重要
な引当金の計上基準③偶発損失引当金及び（重要な会計
上の見積り）に関連する開示を行っている。
　偶発損失引当金は、現在進行中の案件の中で、進捗の
遅延によって損失が発生する可能性のある案件につい
て、損失が発生すると見込まれる額を計上している。
　損失が発生する可能性の評価及び損失発生見込額の見
積りに当たっては、経営者の判断を伴う重要な仮定によ
り影響を受けるものである。また、損失発生見込額の金
額的重要性も大きい。
　よって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討
事項に該当するものと判断した。
 

当監査法人は、偶発損失引当金の見積りの妥当性を検
証するために以下の手続きを実施した。
・経営者及び役職者へ質問し、本案件の現在の状況及

び会社の対応方針を把握
・契約書等の関連証憑の査閲
・会社が作成した経緯書、報告書等の合理性の検討
・回収可能価額の基礎となる不動産の公正な評価額に

ついて、不動産鑑定書の査閲、及び不動産鑑定結果
の合理性の検討

・損失発生可能性の検討のため、弁護士確認状の査
閲、及び顧問弁護士への質問

 

 
強調事項

重要な後発事象に関する注記事項に記載されているとおり、2021年５月31日に第７回新株予約権の一部行使が行われ

ている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

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企業会計の基準に準拠して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。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連

結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、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い

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社省電舎ホールディング

スの2021年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社省電舎ホールディングスが2021年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施

する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択

及び適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての

内部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査

人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し

て責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係 

会社及び連結子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．上記は監査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、その原本は当社が連結財務諸表に添

付する形で別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年６月25日

株式会社省電舎ホールディングス

取締役会　御中

やまと監査法人
 

東京都港区
 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 小黒 健三　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 木村 喬　　印

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社省電舎ホールディングスの2020年４月１日から2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社省電舎ホールディングスの2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度以前から継続して営業損失、経常損失及

び当期純損失を計上しており、損失が継続することで資金繰りに懸念が生じる可能性があることから、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載

されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映さ

れていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

売上高の実在性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社省電舎ホールディングスでは、売上高は重要
な経営指標であるが、新型コロナウイルスの影響に伴う
工事の受注減少などにより減少しており、その実在性に
ついてより慎重な検討が必要と判断している。また、一
部の金額的重要性のある取引が売上高の過半を占め、当
該取引に虚偽表示が含まれると、連結財務諸表全体に重
要な影響を及ぼす可能性がある。
  以上より、当監査法人は、売上高の実在性について、
監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、売上高の実在性に関して、主として以
下の監査手続を実施した。
売上高に関する会計方針及びその適用方法について関

連する内部統制も含めて理解するとともに、売上高の実
在性を確保するために会社が構築した内部統制の整備及
び運用状況の有効性を評価した。
当監査法人は、売上高の実在性を検証するために、以

下の手続きを実施した。
・取締役会議事録の査閲並びに主要な契約書の査閲を

行い、通例ではない引渡条件等の有無の把握
・案件利益率分析により、詳細な検討が必要と判断し

たものは、その経済合理性も含め、関係者への質
問、及び関連する証憑書類の査閲

・取引金額の金額的重要性等に基づき抽出したサンプ
ルについて、注文書・検収書等の関連証憑との突合
の実施

・売上債権残高の金額的重要性等に基づき抽出したサ
ンプルについて、取引先への残高確認手続の実施及
び差異分析の実施

・売上債権の滞留調査
・売上高や売上債権について、通例でない相手勘定に

係る仕訳の分析
 

 
強調事項

重要な後発事象に関する注記事項に記載されているとおり、2021年５月31日に第７回新株予約権の一部行使が行われ

ている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

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企業会計の基準に準拠して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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
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結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、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いるか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
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．上記は監査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、その原本は当社が財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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