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１．平成17年12月中間期の連結業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 3,196 49.6 △579 － △585 －

16年12月中間期 2,136 － 20 － 17 －

17年６月期 4,927 241 203

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 △1,167 － △27,917 91 － －

16年12月中間期 4 － 643 45 － －

17年６月期 98 14,351 15 12,617 24

（注）①期中平均株式数(連結） 17年12月中間期 41,804株 16年12月中間期 6,282株 17年6月期 6,862株

　平成17年11月21日付で１株につき５株の割合で分割を行いましたが、一株当たり当期純利益及び潜在株式調整後
　一株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

②会計処理の方法の変更 無

③平成18年６月期中間についての潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失が計上　
　されているため記載しておりません。 

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 29,921 4,092 13.7 85,014 60

16年12月中間期 13,119 2,238 17.1 356,314 12

17年６月期 23,243 3,607 15.5 439,115 23

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月中間期 48,153.56株 16年12月中間期 6,282株 17年6月期 8,216株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月中間期 673 △1,528 4,849 7,912

16年12月中間期 157 △1,055 848 1,049

17年６月期 475 △3,606 5,950 3,918

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 9社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 3社　 （除外） 0社 持分法（新規） 0社　 （除外） 0社

２．平成18年6月期の連結業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 7,000 △310 △920

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△19,105円54銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

当社グループは、当社及び子会社９社によって構成されたエネルギー・サービス企業（ＥＳＣＯ＝Energy　Service　

Company）です。

 当社グループは、現在の中核事業である「省エネルギー支援サービス事業（顧客企業の省エネルギーを支援すること

を目的とした事業、以下「顧客指向型ＥＳＣＯ」）」の他、「グリーンエナジー事業（木質バイオマス等を燃料とする

新エネルギーによる発電事業で、発電のみならず地域環境の改善を目的とした事業、以下「環境再生型ＥＳＣＯ」)」そ

して「電力ビジネス事業（電力小売事業及び電力の市場取引事業、以下「市場取引型ＥＳＣＯ」)」の３つの事業部門に

より構成されております。各事業部門のノウハウ及び技術の共有を通じ、顧客及び社会に対して複合的かつ総合的なエ

ネルギー・サービスを提供いたします。

顧客指向型ＥＳＣＯ（省エネルギー支援サービス事業）においては、顧客企業のエネルギー使用実態を調査し、省エネ

ルギー診断を行うとともに、診断結果に基づいて実際の省エネルギー対策設備・システムの設計や施工、その後の運用

までを一貫して行います。当社はエネルギー削減分の中から収入を確保し、当社が顧客に代わって省エネルギーのため

の初期投資費用を負担するという契約方式が主流ですが、このような契約方式の場合、顧客は初期投資費用を負担する

ことなく、省エネルギーを推進することができます。　 

 環境再生型ＥＳＣＯ（グリーンエナジー事業）においては、社会的な環境改善ニーズに対応し、環境価値の高い新エ

ネルギーによる発電所の開発、建設及び運営を行います。我が国における発電分野での新エネルギー導入支援のための

制度的な整備を背景として、再生可能な自然エネルギーの中で特に木質バイオマスをエネルギー源とした発電所の開発、

建設を行います。当社グループは、これまでにバイオマス発電事業子会社４社を設立し、平成18年１月以降、順次営業

を開始することを目標に、木質バイオマス燃料等による発電所の建設及び事業開発を進めております。

 市場取引型ＥＳＣＯ（電力ビジネス事業）においては、電力の需要と供給を最適化し、エネルギーの社会全体の効率

性を改善することを目的として、電力の小売事業及び電力の市場取引事業を行います。我が国においては、平成12年３

月に電気事業法が改正されて以降、電力会社以外に対しても電力市場が開放され、電力の小売を行うことが段階的に認

められるようになりました。また平成17年４月からは電力を取引する電力取引市場が開設され、電力事業者間の需給調

整を市場を介して行うことが出来るようになりました。

 こうした電力の小売自由化の進捗を受けて、当社グループでは、平成18年1月の営業開始に向けて事業開発を進めてお

ります。なお、これまでにＰＰＳ＝特定規模電気事業者としての経済産業大臣への届出を完了しております。
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 事業系統図

（注１）株式会社グリーンエナジーホールディングスは、当社グループの100％所有のバイオマス発電事業会社所有、管理を行う会社として、

　　　　平成16年5月20日に当社100％子会社として設立した連結子会社（中間持株会社）です。

（注２）株式会社岩国ウッドパワーは、バイオマス発電所の運営事業会社として、平成15年9月18日に当社の100％子会社として設立した連結

　　　　子会社です。平成16年1月9日付にて、国の「新エネルギー事業者支援対策事業」の認定を受け、売電開始予定の平成18年１月に向け、

　　　　現在発電所を建設中です。

（注３）株式会社袖ヶ浦ウッドパワーは、バイオマス発電所の運営事業会社として、平成15年9月18日に当社の100％子会社として設立した連

　　　　結子会社です。平成15年12月に、株式会社富津ウッドパワーより株式会社袖ヶ浦ウッドパワーへ社名変更しております。当プロジェ

　　　　クトにつきましては、木質系バイオマス燃料確保に不確実性が発生したため現在、他の候補地を選定中です。

（注４）株式会社日田ウッドパワーは、バイオマス発電所の運営事業会社として、平成16年2月26日に当社の100％子会社として設立した連結

　　　　子会社です。平成16年9月9日付にて、国の「新エネルギー事業者支援対策事業」の認定を受け、売電開始予定の平成18年11月に向け、

　　　　現在発電所を建設中です。

（注５）株式会社白河ウッドパワーは、バイオマス発電所の運営事業会社として、平成16年2月26日に当社の100％子会社として設立した連結

　　　　子会社です。平成16年9月9日付にて、国の「新エネルギー事業者支援対策事業」の認定を受け、売電開始予定の平成18年10月に向け、

　　　　現在発電所を建設中です。

（注６）株式会社フェスコパワーステーション滋賀は、電力小売用電源の運営事業会社として、平成17年4月6日に当社の100％子会社として

　　　　設立した連結子会社です。売電開始予定の平成18年2月に向け、現在発電所を建設中です。

（注７）株式会社フェスコパワーステーション群馬は、電力小売用電源の運営事業会社として、平成17年10月11日に当社の100％子会社とし

　　　　て設立した連結子会社です。売電開始予定の平成18年10月に向け、現在発電所を建設中です。

（注８）株式会社中袖クリーンパワーは、電力小売用電源の運営事業会社として、平成17年12月2日に当社の100％子会社として設立した連結

　　　　子会社です。売電開始予定の平成19年10月に向け、現在開発に着手しております。

（注９）株式会社フェスコメンテナンスは、オンサイト発電設備のメンテナンス事業会社として、平成17年12月20日に当社の100％子会社と

　　　　して設立した連結子会社です。メンテナンスサービス開始予定の平成18年1月に向け、現在業務体制を構築中です。
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２．経営方針

（１）経営の基本方針　 　　

当社グループは、快適性や利便性の追及と環境性の向上という二つの背反する命題の同時的な解決方策を社会に提示

し続ける企業を目指しながら、単に省エネという物理的なエネルギー消費論だけでなく、人間の生活・生き方にまで踏

み込んだ新しいライフスタイル・生活哲学「Sustainable　Life　Creator」を社会に提示し、エネルギー問題を中核と

した地球環境問題の具体的な解決策を提供し、「環境性と経済性の両立」できる社会づくりに貢献することを事業活動

の使命としております。 

当社グループの目指すＥＳＣＯ事業は、省エネルギー支援サービスに留まらず、顧客と社会に対し、広くエネルギー

の有効利用に関する諸方策を企画・提案し、自らが事業者としてその導入を推進することを目的としております。

 

 （２）利益配分に関する基本方針　

当社グループの事業は多額の資金を必要とするものであり、経営計画が順調に進捗した場合、当分の間旺盛な資金需

要が続くことが見込まれます。　　

株主の方々への利益還元には充分に配慮をし、経営を推進しておりますが、現時点におきまして最も重要なことは当

社が持続的に成長発展を遂げることであるとの認識の下、第９期まで利益処分による配当は実施いたしておりませんで

した。今後も事業展開に必要な資金の確保を優先的事項として捉え、当分の間配当は実施しない方針であります。

 

 （３）投資単位引下げに関する考え方及び基本方針　

当社株式投資単位の引下げについては、流動性の向上、及びより多くの投資家の参加を得るために有効であると認識

しております。当社ではこうした認識に基づき、平成17年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録さ

れた株主の所有株式を、1株に対し5株の割合をもって分割いたしました。今後の方針につきましては、株価水準の動向

等を注視し、適正な対応を図る所存であります。

 

 （４）中長期的な経営戦略及び目標とする経営指標　

当業界は、京都議定書の発効などの追い風を受け、市場全体としては拡大基調にあります。当社グループでは、こう

した経営環境のもとで確固とした経営基盤を確立するべく、現在のコア事業である省エネルギー支援サービス事業の展

開に注力してまいります。これに加えて、グリーンエナジー事業、および電力ビジネス事業のサービス開始を迎え、３

つのＥＳＣＯ事業における相乗効果を引き出すことにより、更なる事業の拡大と収益力の強化を目指しております。

以上から、当社グループでは事業分野毎の収益性を重視するだけでなく、グループ全体での収益を最大化することが

重要であると認識し、連結での経常利益、および売上高経常利益率を重要な経営指標として捉えております。　

　

 （５）会社の対処すべき課題　

当社は、第1期より第５期までは省エネルギー支援サービス事業の専業会社として、企業ビジョンの実現に向けた土台

作りを行いました。

第６期からは、グリーンエナジー事業部を新たに設置し、木質系バイオマス等の新エネルギーを利用した発電事業の

開始に向け、電源開発を進めて参りました。

また第９期からは、電力ビジネス事業部を新たに設置し、電力小売事業の開始に向け、電源開発、および電力供給体

制の整備を開始いたしました。

省エネルギー支援サービス事業、グリーンエナジー事業、電力ビジネス事業は、当社の企業理念である「環境と経済

が両立する社会づくりへの貢献」を推進するために必要な事業領域であり、創業時に掲げた事業モデルが第９期から組

織体制として整ったことになります。当社の目指すＥＳＣＯは、次の３つのＥＳＣＯ領域を完成させ、複合的で総合的

なエネルギー・サービスを提供することにあります。

ビジョン 担当事業部門 事業領域

　顧客指向型ＥＳＣＯ 　省エネルギー支援サービス事業部門 　需要側・供給側ＥＳＣＯ事業

　環境再生型ＥＳＣＯ 　グリーンエナジー事業部門 　バイオマス発電その他新エネルギー事業

　市場取引型ＥＳＣＯ 　電力ビジネス事業部門   電力小売事業

当中間期末には、事業戦略シナリオに則り、これら３つのＥＳＣＯ事業領域の組織体制が整いました。今後、これら

３つの事業シナジーをいかにして高めていくかということが、当社の成長性を決定する重要なポイントとなります。

　現在までに、収益計上に至っているのは省エネルギー支援サービス事業部門のみですが、グリーンエナジー事業部門

におきましては、全国３ヶ所において木質系バイオマスを燃料とした発電所の建設を進めており、平成18年1月からは山

口県岩国市において㈱岩国ウッドパワーの発電所が運転を開始する予定です。これに続いて平成18年10月からは福島県

白河市において㈱白河ウッドパワー、また平成18年11月からは大分県日田市において㈱日田ウッドパワーの発電所がそ

れぞれ運転を開始する予定です。　　
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電力ビジネス事業部におきましては、㈱岩国ウッドパワーの発電所の運転開始に合わせて、平成18年1月から関西地区

における電力小売事業を開始する予定です。また平成18年2月には、滋賀県守山市において㈱フェスコパワーステーショ

ン滋賀の発電所が運転を開始し、関西地区における新たな電源として加わる予定です。また関東地区におきましては、

平成18年10月より電力小売事業を開始する予定です。

このように現在までは、グリーンエナジー事業部門および電力ビジネス事業部門においては、事業用発電所の建設、

および電力供給体制の整備段階にあるため、収益計上には至っておりません。これら２事業は、事業の性質上、収益を

計上するまでに多くの時間を要しますが、企業戦略として早期に両事業を立ち上げ、総合エネルギー・サービス企業と

しての体制を整えることが、将来の発展に必要不可欠なことであると認識しております。　

以上の通り、当社の企業理念を実現するため、積極的に企業価値の向上を目指してまいりますので、株主の皆様にお

かれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますよう、宜しくお願い申しあげます。

 

 （６）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

１.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめとするステークホルダーより信頼を得る企業を目指すべく、コーポレート・ガバナンスの充

実を経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けております。

具体的には、経営の健全性、効率性及び透明性を高める観点より、経営の意思決定、業務執行及び監督、さらには

内部統制等について適切な体制を整備、構築し、必要な施策を実施しております。

２.コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

当社は監査役制度を採用しており、商法第188条第２項７号ノ２に定める社外取締役を１名（弁護士）、株式会社の

監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定める社外監査役を３名選任しております。

取締役会は、取締役６名（うち社外取締役１名）で構成され、経営方針、その他の経営に関する重要事項を決定する

とともに、業務執行状況を監督する機関として運用されています。

取締役会規則に基づき、定時取締役会を月１回開催しており、社外取締役も出席します。また、取締役会には３名

の監査役も出席し、業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかどうかのチェックを行うとともに、必

要に応じて意見を述べております。

監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名により構成され、前述の取締役会への出席の他、業務、財務の

状況の調査等を通じて、取締役の業務執行についての監査を行っております。

また当社は、常勤取締役５名及び常勤監査役１名からなる会議を機動的に開催し、取締役会の決議事項及び重要事

項について事前審議を行っております。

当社の内部統制につきましては、社内外の両視点からのチェック機能を有効に活かすべく、「会計監査人監査」「監

査役監査」「内部監査」の三様監査体制を構築いたしております。

 ①会計監査人監査

会計監査は株主総会において選任された新日本監査法人に委嘱しており、取締役が作成した財務諸表等により企業

内容の適正性や財務諸表等の作成過程における内部統制の有効性等を評価し、財務諸表の適否に係る意見表明を行う

といった通常の会計監査を受けることにより、適切な開示に向けた会計処理の改善等に努めております。

 ②監査役監査

監査役監査におきましては、前述のとおり常勤監査役１名及び非常勤監査役２名による取締役の職務執行状況の監

査を、会計上の会計監査のみならず取締役の行為全般にわたり業務監査を行っており、究極的には株主をはじめとす

る全てのステークホルダーを保護すべく、常時適法性、妥当性の確保に努めております。

 ③内部監査

内部監査につきましては、社長に直接報告を行う内部監査責任者を指名し、内部監査規程に則って毎年度計画に基

づき内部監査を実施しております。

３.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役及び社外監査役と当社との間に利害関係はありません。

４．会計監査の状況

　　　会計監査については、新日本監査法人との間で商法監査及び証券取引法監査についての監査契約を締結してお

　　ります。なお、新日本監査法人及びその業務執行社員と当社の間に利害関係はありません。

 （７）親会社等に関する事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

[１] 経営成績

(1)当中間期の概況　

当中間期における我が国の経済は、企業業績の大幅な回復、雇用情勢の好転等に示されるように、景気が上昇基調に向

かい始め、明るさが増してきました。世界的に見ますと、米国の金融引き締め継続等の懸念要因にも関わらず、安定した

景気が持続する一方で、原油価格が引き続き高水準で推移し、エネルギー問題が大きくクローズ・アップされました。

当業界においては、昨年2月の京都議定書発効や、愛知万博の開催などを背景に、ＣＯ2の排出削減や再生可能エネル

ギーに注目が集まりました。こうした流れを受けて、省エネルギー支援サービスおよび新エネルギー発電の市場拡大が進

んでいます。

このような環境の中、省エネルギー支援サービス事業部門では、スーパーマーケット、商業ビル等の業務系施設におけ

る省エネルギー支援事業を積極的に推進しました。昨年度より導入した省エネパッケージ「スーパーまるごと」は、施工

管理会社との業務提携なども実施し、全国への展開を進めております。しかし一方では、重油価格の高止まりを受けて、

オンサイト発電事業については、新規の受注が減少傾向にあります。

グリーンエナジー事業部門では、平成17年9月より山口県岩国市において、㈱岩国ウッドパワーの発電所が試運転を開始

しました。また㈱白河ウッドパワー（福島県白河市）、㈱日田ウッドパワー（大分県日田市）の発電所につきましては、

それぞれ今年秋の稼動に向けて建設を進めております。

電力ビジネス事業部では、昨年度に引き続き電力小売事業開始の準備を進めてまいりました。また関東地区における電

力小売事業開始に向けて、平成17年10月には㈱フェスコパワーステーション群馬、また平成17年12月には㈱中袖クリーン

パワーを、当社の100%子会社として設立しました。　

一方、平成18年1月に発生した、当社顧客工場におけるコージェネレーション発電設備の故障の影響により、設備改善

引当金を計上することと致しました。

同設備故障につきましては、現在復旧作業をすすめております。しかし、故障原因等については確定できない状況であ

ります。このため復旧費用、及び修理期間の長期化に伴う二次的な費用を含めて全額を引当処理することと致しました。

また今回の重大故障の反省から、昨年度まで点検・保守について外部委託を行ってきた当社発電設備につきまして、今下

期より徹底的に見直しを行い、今後設備の不良による重大故障が再発することの無いよう対策を講じることと致しました。

従いまして、引当金の目的と方法につきましては次の二種類を計上するものであります。なお、いずれの措置につきまし

ても、基本的に財務上、及び会計上の健全性を保つための保守的なものであります。

(ⅰ) 当下期において、既に故障等により被害が発生したオンサイト発電設備の復旧のために生ずる費用に充当するも

の。復旧費用の範囲には、修理期間の長期化に伴う二次的な損失を含むものとする。同目的で引当てる金額は391百万円程

度とし、特別損失として計上する。また今後、損害保険金、またはメーカー等の補償金等の給付を受けた場合は戻入を行う。

(ⅱ) 当下期以降において、当社所有のオンサイト発電設備等を全面点検し、健全化のための施策を講ずる費用に充当

するもの。健全化とは、故障等を未然に防ぐための施策、および顧客との当初の契約により企図した性能を回復するため

の補修等を含む。同目的で引当てる金額は337百万円程度とし、売上原価として計上する。

本件処理に伴いまして、通期業績見通しは連結、単体ともに当期純利益ベースで損失を計上する見込みとなりました。

このため平成17年6月期末現在で243百万円計上しておりました繰延税金資産の内、175百万円程度を取崩すことと致しまし

た。この処理は、従来計上していた繰延税金資産を見直したことに伴う保守的な会計処理であります。

以上により、売上高につきましては、「省エネルギー支援サービス事業」が順調に進捗したことに伴って、3,196百万

円（前年同期比1,060百万円の増収）となりましたが、損益につきましては、連結営業損失579百万円（前年同期20百万円

の利益）、連結経常損失585百万円（同17百万円の利益）、中間期連結純損失1,167百万円（同4百万円の利益）となりまし

た。

(2)通期の見通し

省エネルギー支援サービス事業では、「スーパーまるごと」の展開を継続します。下期には、平成17年12月に行った業

務提携の効果も一部顕在化し、新規案件の受注は堅調に推移する見通しにあります。一方オンサイト発電事業では、今年

1月の発電設備の重大故障を受けまして、同種設備の重点点検整備を行う予定です。この整備では、発電設備の状況確認と

ともに、今後の安全運転を確保するための予防的対策を行います。これらの施策を行うにあたって、一部の設備を点検期

間中に休止することに伴い、売上が若干減少することが予想されます。

グリーンエナジー事業では、木質バイオマス発電所の第一号機である岩国発電所(山口県岩国市)が、平成18年1月より運転

を開始する予定です。また平成18年6月以降、白河発電所（福島県白河市）、日田発電所（大分県日田市）が順次試運転を

開始する予定です。

電力ビジネス事業では、関西地区における電力小売事業が平成18年1月よりサービスを開始する予定です。また、平成

18年10月の関東地区での電力小売事業の開始に向けて、電源の開発、及び建設を進めます。グリーンエナジー事業、およ

び電力ビジネス事業については、今年度下期より業績に寄与する予定ですが、本格的に収益に貢献するのは、来年度(平

成19年6月期)以降になる予定です。
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以上により、通期の連結業績見通しとしては、売上高7,000百万円、経常損失310百万円、当期純損失920百万円を見込

んでおります。個別業績見通しとしては、売上高6,800百万円、経常損失240百万円、当期純損失830百万円を見込んでおり

ます。

[２] 財政状態

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は673,425千円となりました。これは主として、消費税の還付による収入387,484千円が発

生したことによるものであります。なお、税金等調整前純損失976,462千円を計上しておりますが、これは主として、設備

改善引当金728,255千円等の非資金科目計上によるもので、営業活動によるキャッシュ・フローとしてはプラスであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は1,528,041千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出1,399,022

千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は4,849,065千円となりました。これは主として、社債の発行による収入5,000,000千円に

よるものであります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標トレンドは下記のとおりであります。 　

 平成17年6月中間期 平成17年6月期 平成18年6月中間期

 株主資本比率（％）  17.1％ 15.5％ 13.8％

 時価ベースの株主資本比率（％）  ― 88.0％ 54.3％

 債務償還年数（年）  0.8年 2.9年 2.4年

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  50.1 98.9 31.4

（注）株主資本比率：株主資本／総資産

　　　時価ベースの株主資本比率：株式時価総額/総資産

　　　　　　　　　　　　　　　　株式時価総額＝期末株価終値×（発行済株式総数－自己株式数）

　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。

※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

 [３] 事業等のリスク

当社の財政状態、経営成績並びに現在及び将来の事業等に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項

は下記の通りです。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いても、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以下に開示しております。　　

なお、将来に関する事項は、現在において、当社が入手可能な情報等に基づいて判断したものです。

(1）顧客指向型ＥＳＣＯ事業（省エネルギー支援サービス事業）について　

①パフォーマンス契約であること

顧客指向型ＥＳＣＯ事業は、対象施設全体のエネルギー使用状況に関する調査、診断、コンサルティングから施工、維

持管理、その後の効果の測定・検証の提供までを一貫して行い、実施した省エネルギー対策について、一定の省エネルギー

効果を保証するものであります。　　

ギャランティード・セイビングス契約は、ＥＳＣＯ事業者による省エネルギー方策の提案に基づき、顧客企業が省エネ

ルギー設備の投資を実施し、資金調達も顧客企業が行うものです。ＥＳＣＯ事業者は、省エネルギー設備導入による効果

を測定・検証します。

シェアード・セイビングス契約は、ＥＳＣＯ事業者が顧客企業に代わり省エネルギー設備の設備投資を行うものであり、

省エネルギー設備導入により生じる顧客企業におけるコスト削減効果を、顧客とＥＳＣＯ事業者が分けあうものです。当

社における契約形態は、シェアード・セイビングス契約が中心となっております。　

ギャランティード・セイビングス契約及びシェアード・セイビングス契約はいずれも、一定のエネルギー削減効果をＥ

ＳＣＯ事業者が保証するパフォーマンス契約を包含しており、一定の省エネルギー効果が実現できない場合には、ＥＳＣ

Ｏ事業者は顧客企業に対してパフォーマンス契約に基づく省エネルギー保証値を補償するリスクを負っております。

またシェアード・セイビングス契約は、ＥＳＣＯ事業者が顧客に代わり省エネルギー設備の投資を行うため、顧客信用

力に起因する設備投資に係る回収リスクを潜在的に内包しております。当社グループにおいては、小型案件の一部例外を

除いて、金融機関との間で当該回収リスクは金融機関が負うノン・リコース型ファイナンス契約を組成することにより、

顧客の倒産リスクを回避しております。 
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②電力価格の変動について

顧客企業におけるエネルギー使用量の削減によるエネルギー・コストの削減は、電力単価が変動することによって影響

を受けることになります。一般に電力単価の上昇はエネルギー・コスト削減額の増加につながり、反対に電力単価の下落

はエネルギー・コスト削減額の減少につながります。顧客指向型ＥＳＣＯ事業では、エネルギー・コストの削減額が省エ

ネルギー設備への投資効果に影響するため、電力単価の変動によっては顧客指向型ＥＳＣＯ事業による省エネルギー対策

の効果が希薄化し、または失われることにより当社の提案が採用されず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③燃料価格の変動について　

顧客指向型ＥＳＣＯ事業の一つのサービス・メニューとしてオンサイト発電サービスがあります。本サービスは、ＥＳ

ＣＯ事業者が顧客に代わり自家発電設備への投資を行い、自家発電設備の運転・維持管理を代行し、顧客に電力等を供給

するものです。　

本サービス実施のためには、重油・ＬＮＧ等の発電用燃料を当社が調達する必要があります。重油・ＬＮＧ等の燃料価

格は、世界的な原油需要や産油国の動向により変動しますが、燃料価格の高止まり、または著しい高騰等の事象が発生し

た場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）環境再生型ＥＳＣＯ事業（木質バイオマス等を燃料とする発電事業）について　

我が国においては、発電分野における新エネルギー導入支援のための方策が進められ、平成13年12月の新市場拡大措置

検討小委員会報告書を受けて、平成14年６月には「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」（通称

ＲＰＳ法　注）が公布され、平成15年４月１日より施行されました。

（注）ＲＰＳとは、Renewable Portfolio Standardの略語で、証書を用いた再生可能エネルギーの導入基準制度と説明

されています。ＲＰＳ法によれば、経済産業大臣は、新エネルギー等電気(風力、太陽光、バイオマス、中小水力等の新エ

ネルギーを変換して得られる電気)の利用目標を定め、電気事業者（一般電気事業者、特定電気事業者、及び特定規模電気

事業者）に対して、毎年度、その販売電力量に応じ一定割合以上の新エネルギー等電気の利用を義務づけております。電

気事業者は、義務を履行するに際して、(a)自ら新エネルギー等電気を発電する、(b)他から新エネルギー等電気を購入す

る、(c)他から新エネルギー等相当量（以下、「ＲＰＳ価値」）を購入する、のいずれかを選択することが認められます。

電気事業者が正当な理由なく義務を履行しない場合には、経済産業大臣は期限を定めて義務を履行する旨の勧告または命

令を行うことができます。　　

この新エネルギー導入支援のための制度的な整備を背景として、当社グループにおいては、再生可能な自然エネルギー

を商業的に電力に変換する事業の開発を進めております。

現在までに、バイオマス・エネルギーの中でも特に木質バイオマス（以下、「バイオマス燃料」）をエネルギー源とし

た発電所を、山口県岩国市、大分県日田市、福島県西白河郡大信村の３ヵ所で開発・建設中であります。これら３つの発

電所については、国の「新エネルギー事業者支援対策事業」の認定を受けています。　　

事業会社名 建設予定地 発電容量 運転開始予定時期 投資予定額（千円）

 ㈱岩国ウッドパワー  山口県岩国市 10,000kW   平成18年１月（既稼動）       3,724,000

 ㈱日田ウッドパワー  大分県日田市 12,000kW   平成18年11月       4,517,000

 ㈱白河ウッドパワー  福島県西白河郡大信村 11,500kW   平成18年10月       4,228,000

①電気及びＲＰＳ価値の販売先及び販売価格について

当社グループのバイオマス発電所は、新エネルギー等発電設備として経済産業大臣の認定を受けることにより、ＲＰＳ

法に基づく新エネルギー等相当量（ＲＰＳ価値）を電力会社等に販売すること、および発電した電気は最終需要家への電

力小売や電力会社等への卸売りに向けることを前提としておりますが、現段階では一部の売電契約及びＲＰＳ価値の販売

に関する契約しか締結できておりません。

電気及びＲＰＳの販売先は随時決定していく予定ですが、当社が想定する価格でＲＰＳ価値及び電気が販売できない場

合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②木質バイオマス燃料の確保について

バイオマス発電所の運営においては、安定的なバイオマス燃料の供給を確保することが重要であります。当社グループ

が燃料として使用する木質バイオマス燃料は、伐採木を集材・造材する際に排出される枝条・末木及び根元部分などの林

地残材、製材所や木工加工メーカー等から排出される廃材、建築解体現場から排出される建築廃材を粉砕加工したもので

す。　　

当社グループは、木質バイオマス燃料製造会社（以下、「燃料製造会社」）から木質バイオマス燃料を購入いたします。

安定的な木質バイオマス燃料の供給を確保するために、燃料製造会社との間で発電所の運転に必要なバイオマス燃料の供

給を受けることを約した契約書や合意書を取り交わしておりますが、自然災害等の不測の事態により、燃料製造会社から

木質バイオマス燃料の供給が中断する場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③設備資金の調達について

木質バイオマス発電所の建設には、多額の資金（設備投資予定額として㈱岩国ウッドパワーに3,724,000千円、㈱日田

ウッドパワーに4,517,000千円、㈱白河ウッドパワーに4,228,000千円）が必要となります。必要とする設備投資資金は、

３件ともメガバンク３行をそれぞれアレンジャーとするコミット型シンジケートローン契約を締結済みであり、加えて自
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己資金の充当により資金調達の目処はついております。

バイオマス発電所建設に係る長期借入金につきましては、金利スワップの取組みによる固定金利での調達を基本として

おりますが、調達予定額の全額については取組んではいないため、調達金利が変動し、当社の業績に影響を与える可能性

があります。

(3）市場取引型ＥＳＣＯ事業(電力小売事業及び電力の市場取引業)について

平成12年３月に電気事業法が改正されて以降、電力会社以外に対しても電力市場が開放され、電力の小売を行うことが

段階的に認められるようになりました。　　

平成12年３月からは特別高圧で電気の供給を受ける大口需要家への電力小売が自由化され、電力総需要の30％に相当す

る市場が自由化されました。平成16年４月には高圧で電力の供給を受ける需要家まで自由化の範囲が拡大され、平成17年

４月からは、さらに自由化の範囲が拡大され電力総需要の約60％まで電力小売が可能となりました。

これら電力の小売自由化の進捗を受けて、当社グループでは、電力小売の事業開発を進めております。　

小売自由化の対象範囲となった電力の小売価格は、競争により決定されることとなったため、電力小売価格は下がる傾

向にあります。また電力の小売自由化の対象とならない部分についても、一般電気事業者(※１)は電気料金を段階的に引

下げてきました。　

当社グループは、一般電気事業者の電力小売価格の引下げを前提として事業計画を立案し、実施する予定でありますが、

当社が予想する電力小売価格の引下げよりもさらに著しい引下げがあった場合には、当社の事業計画、事業運営及び業績

に影響を及ぼす可能性があります。

また、電力小売用電源の開発に係る資金調達が必要となった場合、その時点における金融情勢、当社の信用状態又はそ

の他の要因のために当社が必要資金を適時に適切な条件で調達することができなければ、当社の事業展開及び収益性に影

響を及ぼす可能性があります。　　　

（注）一般電気事業者

一般電気事業を営むことにつき、経済産業大臣の許可を受けた者を指します。東京電力株式会社、関西電力株式会社、

中部電力株式会社等の10社が該当します。各一般電気事業者は、それぞれ自社の供給区域を有し、一般の需要に応じて電

気を供給しております。

(4）自然災害及び不測の事故等について

当社が保有するオンサイト発電設備（自家発電代行サービス用設備）及び現在建設中及び将来建設するバイオマス発電

所や電力小売用電源の発電所は、自然災害、人為的なミス、テロ、燃料供給の中断またはその他の不測の事態により、事

業運営に支障を来たし、ひいては顧客企業、周辺地域に影響を及ぼす可能性があります。　　

(5）国のエネルギー政策の転換または国際社会情勢の変化について

現在、我が国は、エネルギー政策基本法に基づき省エネルギーの推進、新エネルギーの導入を進めております。また国

際社会においては、気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき温室効果ガスの削減が取り組まれております。

同条約の京都議定書は、これをロシアが正式に批准したことにより、平成17年２月16日に発効し、国際社会における温

暖化ガス削減に向けた実効性のある取組みが確立されることになりました。　　

我が国のエネルギー政策に大幅な変更がなされるとは考え難い状況にありますが、仮にこれらの基本方針が大幅に変更

された場合には、当社の事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6）特定の経営者への依存について

当社グループは、会社の規模が比較的小さいため、少数の経営陣によりマネジメントを行っております。これら経営陣

が経営者としての任務を継続的に遂行することは、当社の成長を下支えする要因の一つでもあります。中でも当社の代表

取締役である筒見憲三に対する依存度は大きく、当社グループのビジョン及び将来の成長シナリオは、筒見憲三に大きく

依存しております。したがって、筒見憲三が何らかの理由により当社の経営者としての任務を遂行できなくなった場合、

当社の事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。　

(7）法的規制について

当社の事業の一部は、「電気事業法」による規制を受けており、本法規を遵守する義務があります。

また経済産業省資源エネルギー庁が実施する新エネルギー事業者支援対象補助金や財団法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構（ＮＥＤＯ）が実施するエネルギー使用合理化事業者支援事業補助金等の交付を受けております。したがって、

国の補助金の適正運用を定めた「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の適用を受けます。

当社が保有するオンサイト発電設備においては、潤滑油（エンジンオイル）の廃棄処理が必要であり、当社は排出者と

して「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する義務があります。　

当社がこれら法律及び規制を遵守できなかった場合には、当社の事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,049,268   7,959,588   3,918,319  

２．受取手形及び売
掛金

※５  831,617   1,655,834   1,478,926  

３．たな卸資産   57,520   102,531   67,731  

４．その他   301,139   672,099   634,981  

流動資産合計   2,239,546 17.1  10,390,055 34.7  6,099,958 26.2

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物及び構築
物

※３ 1,128,194   1,448,790   1,491,927   

２．機械装置及び
運搬具

※2,3 8,403,526   11,984,746   12,231,640   

３．建設仮勘定  708,253   4,869,121   1,944,406   

４．その他  443,372   691,290   689,358   

有形固定資産合
計

  10,683,346   18,993,947   16,357,333  

(2）無形固定資産   4,745   11,193   3,877  

(3）投資その他の資
産

  192,006   526,510   782,489  

固定資産合計   10,880,098 82.9  19,531,651 65.3  17,143,700 73.8

資産合計   13,119,644 100.0  29,921,706 100.0  23,243,659 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買
掛金

  453,433   899,879   833,775  

２．未払金   －   4,343,429   1,892,278  

３．一年内返済予定
長期借入金

※2,4  36,000   895,281   896,000  

４．一年内支払予定
長期未払金

  839,011   1,333,366   1,275,601  

５．メンテナンス費
用引当金

  －   281,647   134,027  

６．設備改善引当金   －   728,255   －  

７．その他   696,059   444,562   882,337  

流動負債合計   2,024,505 15.4  8,926,421 29.8  5,914,019 25.5

Ⅱ　固定負債           

１．新株予約権付社
債

  －   3,400,000   －  

２．長期借入金 ※2,4  209,500   721,321   491,500  

３．長期未払金   8,631,046   12,451,770   12,836,430  

４．メンテナンス費
用引当金

  －   35,096   38,478  

５．その他   16,228   294,206   355,459  

固定負債合計   8,856,774 67.5  16,902,393 56.5  13,721,868 59.0

負債合計   10,881,279 82.9  25,828,815 86.3  19,635,888 84.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,281,600 17.4  3,714,240 12.4  2,860,570 12.3

Ⅱ　資本剰余金   － －  1,496,000 5.0  696,000 3.0

Ⅲ　利益剰余金   △43,234 △0.3  △1,116,526 △3.7  51,200 0.2

Ⅳ　自己株式   － －  △822 0.0  －  

資本合計   2,238,365 17.1  4,092,891 13.7  3,607,770 15.5

負債・資本合計   13,119,644 100.0  29,921,706 100.0  23,243,659 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,136,537 100.0  3,196,585 100.0  4,927,851 100.0

Ⅱ　売上原価   1,841,320 86.2  3,366,332 105.3  4,087,577 82.9

売上総利益（又
は売上総損失
（△））

  295,217 13.8  △169,746 △5.3  840,273 17.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  275,155 12.9  409,415 12.8  598,759 12.1

営業利益（又は
営業損失
（△））

  20,061 0.9  △579,162 △18.1  241,513 4.9

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  5   5   7   

２．消費税等還付加
算金

 1,454   1,715   1,469   

３．補助金収入  －   －   11,105   

４．その他  147 1,606 0.1 755 2,476 0.1 239 12,822 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  3,217   5,301   7,387   

２．新株発行費  －   －   16,513   

３．上場関連費用  －   －   21,751   

４．その他  718 3,935 0.2 3,475 8,776 0.3 5,059 50,711 1.0

経常利益（又は
経常損失
（△））

  17,733 0.8  △585,462 △18.3  203,624 4.1

Ⅵ　特別利益           

１．過年度メンテナ
ンス費用戻入益

※３ － －  － － － 69,228 69,228 1.4

Ⅶ　特別損失           

１．メンテナンス費
用引当金繰入額

※３ －   －   26,525   

２．設備改善引当金 ※４ －   391,000   － －  

３．有形固定資産除
却損 

※２ 128 128 0.0 － 391,000 12.2 25,633 52,158 1.0

税金等調整前中
間純損失（△）
（又は税金等調
整前当期純利
益）

  17,605 0.8  △976,462 △30.5  220,693 4.5

法人税、住民税
及び事業税

 93,820   15,485   282,513   

法人税等調整額  △80,357 13,562 0.6 175,779 191,264 6.0 △160,296 122,216 2.5

中間純損失
（△）（又は当
期純利益）

  4,042 0.2  △1,167,727 △36.5  98,477 2.0
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   －  696,000  －

Ⅱ　資本剰余金増加高   －     

１．増資による新株の発行  － － 800,000 800,000 696,000 696,000

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  －  1,496,000  696,000

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △47,276  51,200  △47,276

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  4,042 4,042 － － 98,477 98,477

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１．中間純損失  － － 1,167,727 1,167,727 － －

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  △43,234  △1,116,526  51,200
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

税金等調整前中間純損
失（△）又は税金等調
整前当期純利益

 17,605 △976,462 220,693

減価償却費  347,903 560,818 830,755

有形固定資産除却損  128 － 25,633

補助金収入  － － △11,105

メンテナンス費用引当
金の増加額

 － 144,237 172,505

設備改善引当金の増加
額 

 － 728,255 －

受取利息及び受取配当
金

 △5 △5 △7

支払利息  3,217 5,301 7,387

新株発行費  － － 16,513

売上債権の増加額  △322,316 △176,907 △969,625

たな卸資産の増加額  △46,680 △29,787 △56,891

その他の資産の増加額  △11,305 △21,200 △79,824

仕入債務の増加額  124,596 203,813 504,938

未収消費税等の減少額
又は増加額（△）

 147,813 387,484 △88,176

未払消費税等の増加額  － 22,017 －

その他負債の増加額又
は減少額（△）

 △43,044 101,887 △411

小計  217,911 949,450 572,384

利息及び配当金の受取
額

 5 5 7

利息の支払額  △3,147 △21,467 △4,807

法人税等の支払額  △56,971 △254,563 △91,925

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 157,798 673,425 475,660
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前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

 △1,561,993 △1,399,022 △5,300,503

取得資産に係る国庫補
助金の受入額

 505,131 － 1,709,575

無形固定資産の取得に
よる支出

 － △1,599 △250

投資有価証券の取得に
よる支出

 － △7,000 －

保証金の増減額  1,365 △20,419 △15,500

その他  － △100,000 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △1,055,496 △1,528,041 △3,606,678

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

長期借入れによる収入  － 248,233 958,500

長期借入金の返済によ
る支出

 △43,160 △19,131 △61,160

セール・アンド・割賦
バック取引に基づく資
産売却代金の受入額

 2,064,596 220,897 6,012,297

割賦債務の支払額  △1,173,014 △606,962 △2,217,302

社債の発行による収入  － 5,000,000 －

株式の発行による収入  － 53,670 1,258,456

自己株式の取得による
支出

 － △822 －

担保に供した預金の増
加額

 － △46,820 －

財務活動による
キャッシュ・フロー

 848,422 4,849,065 5,950,792

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額又は減少額（△）

 △49,276 3,994,449 2,819,773

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,098,545 3,918,319 1,098,545

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

 1,049,268 7,912,768 3,918,319
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数　６社

 連結子会社の名称

 株式会社グリーンエナジーホー　

 ルディングス

 株式会社岩国ウッドパワー

株式会社袖ヶ浦ウッドパワー 

株式会社日田ウッドパワー

株式会社白河ウッドパワー

株式会社エナジーサービス・ア

セット・マネジメント

　なお、株式会社エナジーサービ

ス・アセット・マネジメントにつ

いては、当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。

 

 

 

 

 

 

連結子会社の数　　９社

連結子会社の名称

株式会社グリーンエナジーホー

ルディングス 

株式会社岩国ウッドパワー

株式会社袖ヶ浦ウッドパワー 

株式会社日田ウッドパワー

株式会社白河ウッドパワー

株式会社フェスコパワーステー

ション滋賀

株式会社フェスコパワーステー

ション群馬

株式会社中袖クリーンパワー

株式会社フェスコメンテナンス

  なお、株式会社フェスコパ

ワーステーション群馬、株式会

社中袖クリーンパワー及び株式

会社フェスコメンテナンスにつ

いては、当中間連結会計期間に

おいて新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。 

連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

株式会社グリーンエナジーホー

ルディングス

株式会社岩国ウッドパワー

株式会社袖ヶ浦ウッドパワー

株式会社日田ウッドパワー

株式会社白河ウッドパワー

株式会社フェスコパワーステー

ション滋賀

　なお、株式会社フェスコパ

ワーステーション滋賀(旧社名：

株式会社エナジーサービス・ア

セット・マネジメント）につい

ては、当連結会計期間において

新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事

項

 該当事項はありません。 　　　　　　 同左 　　　　　　　同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

すべての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　　　　　同左 すべての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．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 イ　有価証券

 その他有価証券

 時価のないもの

 移動平均法による原価法 

イ　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

　　同左

イ　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

　　　同左

  ロ  ―――――――――

 　　　　

ロ　デリバティブ

 　　　　　 時価法

ロ　デリバティブ

　　　　　同左

  ハ　たな卸資産

 貯蔵品

 　　　最終仕入原価法による原価法

ハ　たな卸資産

貯蔵品

 　　 　　　同左

ハ　たな卸資産

貯蔵品

　　　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

 イ　有形固定資産

 省エネルギー支援サービス事業

用の有形固定資産

 エネルギー供給サービス契約期

間を償却年数とし、契約期間満了

時における資産の見積処分価額を

残存価額とする定額法。

イ　有形固定資産

省エネルギー支援サービス事業

用の有形固定資産

  買取りオプションが付与され

た固定資産については、エネル

ギー供給サービス契約期間を償

却年数とし、契約期間満了時に

おける資産の見積処分価額を残

存価額とする定額法。上記以外

については経済的使用可能予測

期間を償却年数とする定額法。 

イ　有形固定資産

省エネルギー支援サービス事業

用の有形固定資産

　買取りオプションが付与さ

れた固定資産については、エ

ネルギー供給サービス契約期

間を償却年数とし、契約期間

満了時における資産の見積処

分価額を残存価額とする定額

法。上記以外については経済

的使用可能予測期間を償却年

数とする定額法。なお、前期

までに取得した固定資産には

全て買取りオプションが付与

されております。

 その他の有形固定資産 

 　　　定率法

その他の有形固定資産

 　　 　同左

その他の有形固定資産

　　同左

  ロ　無形固定資産

 　定額法

   なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づ

いております

ロ　無形固定資産

　　同左

  

ロ　無形固定資産

      同左

 

  ハ　　 ―――――――――　　

 

 

ハ　繰延資産の処理方法

新株発行費

  支出時に全額費用として処

理しております。

ハ　繰延資産の処理方法

新株発行費

　　　 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(3）重要な引当金の計上基

準

 イ　貸倒引当金

 債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

  なお、当中間連結会計期間におけ

る計上額はありません。

イ　貸倒引当金

  債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上して

おります。

  なお、当中間連結会計期間にお

ける計上額はありません。

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上して

おります。

  なお、当連結会計年度における

計上額はありません。

 

  ロ　　　 ―――――――――

 

ロ　メンテナンス費用引当金

 省エネルギー支援サービス事業

の機械装置にかかる定期点検等の

メンテナンス費用の支出に備える

ため、その支出見込額のうち当中

間連結期間末までに負担すべき費

用の見積額を計上しております。 

ロ　メンテナンス費用引当金

　省エネルギー支援サービス事業

の機械装置にかかる定期点検等の

メンテナンス費用の支出に備える

ため、その支出見込額のうち当期

末までに負担すべき費用の見積額

を計上しております　　　　　　

 

 

 

 

 

 

（追加情報）

　省エネルギー支援サービス事業

の機械装置にかかるメンテナンス

費用については従来、主としてメ

ンテナンス業者に一括発注し、機

械装置の稼動に応じて決まるメン

テナンス料を費用処理しておりま

したが、平成17年６月に一部の案

件について契約の見直しを行い、

定期点検等メンテナンス作業の実

施時に実際の作業内容に応じた金

額をその都度メンテナンス業者に

支払う方法に変更しました。

　この契約の見直を契機に、定期

点検等のメンテナンス費用を機械

装置のメンテナンス・サイクルと

の対応において適切に負担させる

ため、当期よりメンテナンス費用

引当金を計上しております。

　なお、この変更により、営業利

益が145,980千円、税引前当期純

利益が172,505千円それぞれ減少

しております。

 

 

 ハ　　 ―――――――――

 

ハ　設備改善引当金 

 　 省エネルギー支援サービス事業

の機械装置において発生した、故

障に対する設備復旧に対応する費

用、及び、機械装置の故障を未然

に防ぐための施策、性能回復の補

修のための費用を、見積もり計上

しております。

 ハ　　 ―――――――――
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(4）重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

 　　　　　　　同左 　　　　　　　同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

  　　　―――――――――

 

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 

イ　ヘッジ会計の方法

　　　　　　　同左

  

 

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段・・・金利スワップ

  ヘッジ対象・・・借入金

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　同左

 

  

 

ハ　ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する社内

規定に基づき、借入金の金利変動

によるリスクを回避することを目

的として金利スワップを利用して

おり、投機目的の取引は行ってお

りません

ハ　ヘッジ方針

　　　　　　　同左

 

  

 

ニ　ヘッジ有効性の評価方法 

 ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッ

シュ・フローの変動の累計とを比

率分析する方法により行っており

ます。

ニ　ヘッジ有効性の評価方法

　　　　　　　同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

イ　消費税等の会計処理 

 　税抜方式によっております

ロ 　　 ―――――――――

イ　消費税等の会計処理

　　　同左

ロ　借入金利息等の固定資産取得原

価算入 

イ　消費税等の会計処理

　　　同左

ロ　借入金利息等の固定資産取得原

価算入

    建設期間が１年以上のプロジェ

クトにかかる固定資産については

その建設期間中の借入金利息及び

借入付随費用を取得原価に算入し

ております。なお、当中間連結会

計期間において取得原価に算入し

た支払利息及び借入付随費用は

29,714千円であります。 

　建設期間が１年以上のプロジェ

クトにかかる固定資産については

その建設期間中の借入金利息及び

借入付随費用を取得原価に算入し

ております。

  

 

 

 

（追加情報）

　連結子会社において建設期間が

長期にわたるバイオマス発電所の

建設が本格化し、平成17年２月に

銀行借入による資金調達を開始し

たことにともない当連結会計期間

より当該処置を採用することとな

りました。なお、当連結会計期間

において取得原価に算入した支払

利息及び借入付随費用は20,551千

円であります。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金

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か月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

　　　　　　　同左 　　　　　　　同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

  　　――――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）  　   ―――――――――――

 　当中間連結会計期間より固定資

産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議

会平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針

第６号平成15年10月31日）を適用

しております。なお、これによる

損益に与える影響はありません。

 

 

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 　　―――――――――――

 

 　 　―――――――――――

 

法人事業税における外形標準課税部分

の連結損益計算書上の表示方法

　実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取り扱

い」（企業会計基準委員会平成16年２

月13日）が公表されたことに伴い、当

連結会計年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資

本割14,712千円を一般管理費として処

理しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

　　　　　　　　　　　 　915,588千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 　　　　　　　　1,955,710千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額  

 　　　　　　　　　1,397,294千円

 ※２．担保に供している資産

機械装置及び運搬具 275,040千円

 　　上記物件は、一年内返済予定長期借入

金30,000千円、長期借入金190,000千円

の担保に供しております。

※２．担保に供している資産 

現金及び預金 46,820千円

機械装置及び運搬具 262,650千円

上記物件は、一年内返済予定長期借入金

25,000千円、長期借入金685,000千円及び金

利スワップ取引の担保に供しております。

※２．担保に供している資産

現金及び預金 131,370千円

機械装置及び運搬具 270,860千円

上記物件は、一年内返済予定長期借入金

30,000千円、長期借入金475,000千円及び

金利スワップ取引の担保に供しております。

 ※３．当連結会計年度において、国庫補助金

の受入れにより、機械装置及び運搬具

505,131千円の圧縮記帳を行いました。中

間連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳

額を控除しております。

　なお、有形固定資産に係る国庫補助金

の受入れによる圧縮記帳累計額は建物及

び構築物97,485千円、機械装置及び運搬

具2,753,224千円であります。 

※３．当中間連結会計年度において、国庫補助

金の受入れはありません。

　なお、有形固定資産に係る国庫補助金の

受入れによる圧縮記帳累計額は建物及び構

築物157,582千円、機械装置及び運搬具

3,528,351千円であります。 

※３．当連結会計年度において、国庫補助金の

受入れにより、建物及び構築物60,097千円、

機械装置及び運搬具1,280,258千円の圧縮

記帳を行いました。連結貸借対照表計上額

はこの圧縮記帳額を控除しております。

　なお、有形固定資産に係る国庫補助金の

受入れによる圧縮記帳累計額は建物及び構

築物157,582千円、機械装置及び運搬具

3,528,351千円であります。

  ４.　　　――――――――――― 　４．当社の連結子会社は、バイオマス発電所

の設備資金の効率的な調達を行うため、主

要取引金融機関と貸出コミットメント型シ

ンジケート・ローン契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入実行残高は次のとおりであり

ます。

コミットメントの総額 8,119,800千円

借入実行残高 1,380,000千円

差引額 6,739,800千円

  

　４．当社の連結子会社は、バイオマス発電所

の設備資金の効率的な調達を行うため、主

要取引金融機関と貸出コミットメント型シ

ンジケート・ローン契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当連結会計年度

末の借入実行残高は次のとおりでありま

す。 

コミットメントの総額 8,119,800千円

借入実行残高 1,160,000千円

差引額 6,959,800千円

  

※５． 　　――――――――――― ※５．当中間連結会計期間末日の満期手形の会

計処理については、手形交換日をもって決

済処理しております。

　なお、当連結会計年度の末日は金融機関

の休日であったため、次の満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。

　　　取手形　　　　　　 210,000千円 

※５．　　――――――――――― 
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 36,023千円

給料手当 136,820千円

 

役員報酬 36,536千円

給料手当 139,162千円

役員報酬 72,585千円

給料手当 282,127千円

 ※２．　　 ―――――――――― ※２．　　 ―――――――――― ※２． 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

  建物及び構築物 399千円

工具、器具及び備品 128千円

建設仮勘定 25,106千円

計 25,633千円

 

 ※３．　　――――――――――― ※３．　　――――――――――― ※３．過年度メンテナンス費用戻入益

　過年度メンテナンス費用繰入額　　　

　省エネルギー支援サービス事業の機械

装置にかかるメンテナンス費用について

は従来、主としてメンテナンス業者に一

括発注し、機械装置の使用量に応じて決

まるメンテナンス料を費用処理しており

ましたが、平成17年６月に一部の案件に

ついて契約の見直しを行い、定期点検等

メンテナンス作業の発生時に実際の作業

内容に応じた金額をその都度メンテナン

ス業者に支払う方法に変更しました。当

該契約の見直しに伴い、それ以前のメン

テナンス作業に遡及してメンテナンス費

用の清算を行っており、特別利益の「過

年度メンテナンス費用戻入益」には過年

度の期間に相当するメンテナンス費用の

精算額を計上しております。

　あわせて当期より、定期点検等のメン

テナンス作業にかかる支出見込額のうち

当期末までに負担すべき費用の見積額に

ついてはメンテナンス費用引当金として

計上しておりますが、このうち過年度の

期間に相当する金額について特別損失の

「メンテナンス費用引当金繰入額」とし

て計上しております。

 ※４．    ――――――――――― ※４．設備改善引当金繰入額

　当期以前の事由により、既に故障等に

より被害が発生したオンサイト発電設備

等の復旧のために生ずる費用に充当する

もので、復旧費用の範囲には修理期間の

長期化に伴う二次的な損失を含みます。

通常の修繕やメンテナンス以外のもの等

を特別損失の「設備改善引当金繰入額」

として計上しております。

※４．    ―――――――――――
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

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

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,049,268

現金及び現金同等物 1,049,268

 （千円）

現金及び預金勘定 7,959,588

担保に供している預金 △46,820

現金及び現金同等物 7,912,768

 （千円）

現金及び預金勘定 3,918,319

現金及び現金同等物 3,918,319

①　リース取引

 　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間連結会計期間（平成16年12月31日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 　　　　　　非上場株式 10,000

当中間連結会計期間（平成17年12月31日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 　　　　　　非上場株式 17,000

前連結会計年度（平成17年６月30日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 　　　　　　非上場株式 10,000

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成16年12月31日現在）

　当社グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

　当社グループが利用しているデリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しておりますので、該当事

項はありません。

前連結会計年度（平成17年６月30日現在）

　当社グループが利用しているデリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しておりますので、該当事

項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

 

省エネル
ギー支援
サービス事
業
（千円）

グリーンエ
ナジー事業
（千円）

電力ビジネ
ス事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,127,036 9,501 － 2,136,537 － 2,136,537

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,127,036 9,501 － 2,136,537 － 2,136,537

営業費用 1,951,784 37,734 14,024 2,003,544 112,931 2,116,475

営業利益又は営業損失（△） 175,251 △28,233 △14,024 132,993 (112,931) 20,061

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、当社グループが顧客に対して提供するサービスの類似性に従って区分しております。

２．営業費用のうち、「消去又は全社」項目に含めた配賦不能営業費用の金額は112,931千円であり、その主な

　　ものは当社の管理部門に係る費用であります。

３．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要な商品・製品及びサービス

省エネルギー支援サービス事業
顧客企業の省エネルギーを支援することを目的とした事業。顧客企業のエネルギー

使用実態を調査・診断し、省エネルギー設備の施工・運用を一貫して行います。

グリーンエナジー事業
木質バイオマス等を燃料とする新エネルギーによる発電事業で、発電のみならず

地域環境の改善を目的とした事業。

電力ビジネス事業
電力の需要と供給を最適化し、エネルギーの社会全体の効率性を改善することを

目的とした、電力の小売事業及び電力の市場取引事業。
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当中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

 

省エネル
ギー支援
サービス事
業
（千円）

グリーンエ
ナジー事業
（千円）

電力ビジネ
ス事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,185,766 819 10,000 3,196,585 － 3,196,585

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計       

営業費用 3,496,081 55,403 40,966 3,592,452 183,295 3,775,747

営業損失（△） △310,315 △54,584 △30,966 △395,866 (183,295) △579,162

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、当社グループが顧客に対して提供するサービスの類似性に従って区分しております。

２．営業費用のうち、「消去又は全社」項目に含めた配賦不能営業費用の金額は183,295千円であり、その主な

　　ものは当社の管理部門に係る費用であります。

３．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要な商品・製品及びサービス

省エネルギー支援サービス事業
顧客企業の省エネルギーを支援することを目的とした事業。顧客企業のエネルギー

使用実態を調査・診断し、省エネルギー設備の施工・運用を一貫して行います。

グリーンエナジー事業
木質バイオマス等を燃料とする新エネルギーによる発電事業で、発電のみならず

地域環境の改善を目的とした事業。

電力ビジネス事業
電力の需要と供給を最適化し、エネルギーの社会全体の効率性を改善することを

目的とした、電力の小売事業及び電力の市場取引事業。
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前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

 

省エネル
ギー支援
サービス事
業
（千円）

グリーンエ
ナジー事業
（千円）

電力ビジネ
ス事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,911,388 16,462 － 4,927,851 － 4,927,851

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 4,911,388 16,462 － 4,927,851 － 4,927,851

営業費用 4,329,902 79,604 30,017 4,439,523 246,814 4,686,337

営業利益又は営業損失（△） 581,486 △63,141 △30,017 488,327 (246,814) 241,513

　（注）１．当連結会計年度より、グリーンエナジー事業を開始し、また電力ビジネス事業については立ち上げ準備を本

格化した結果、当該セグメントの営業損失の絶対値が営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額

の絶対値に対して10％以上となっているため、事業の種類別セグメント情報を開示しております。

２．事業区分の方法

　事業は、当社グループが顧客に対して提供するサービスの類似性に従って区分しております。

３．営業費用のうち、「消去又は全社」項目に含めた配賦不能営業費用の金額は246,814千円であり、その主な　

　　ものは当社の管理部門に係わる費用であります。

４．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要な商品・製品及びサービス

省エネルギー支援サービス事業
顧客企業の省エネルギーを支援することを目的とした事業。顧客企業のエネルギー

使用実態を調査・診断し、省エネルギー設備の施工・運用を一貫して行います。

グリーンエナジー事業
木質バイオマス等を燃料とする新エネルギーによる発電事業で、発電のみならず

地域環境の改善を目的とした事業。

電力ビジネス事業
電力の需要と供給を最適化し、エネルギーの社会全体の効率性を改善することを

目的とした、電力の小売事業及び電力の市場取引事業。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 １株当たり純資産額 356,314.12円

 １株当たり中間純利益金額     643.45円

１株当たり純資産額 85,014.60円

１株当たり中間純損失金額 △27,917.91円

１株当たり純資産額 439,115.23円

１株当たり当期純利益金額 14,351.15円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
12,617.24円

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権残高はありま

すが、当社株式は非上場であるため、期中平

均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。

 　潜在株式調整後１株当たり中間純利益につ

きましては、１株当たり中間純損失が計上さ

れているため記載しておりません。

 

 

 

　当社は、平成17年11月21日付で株式１株に

つき５株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度における１株

当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。

 

 前中間連結会計期間 前連結会計年度

 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

71,262.82円 87,823.04円 

１株当たり中間純利益

 金額

１株当たり当期純利益

 金額

128.69円 2,870.23円 

 潜在株式調整後１株当

 たり中間純利益金額

 潜在株式調整後１株当

 たり当期純利益金額

－円 2,523.44円 

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり中間純損失金額又は当期純利益

金額
   

中間純損失（△）又は当期純利益（千円） 4,042 △1,167,727 98,477

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） （－) （－) (－)

普通株式に係る中間純損失（△）又は当期

純利益（千円）
4,042 △1,167,727 98,477

期中平均株式数（株） 6,282 41,804 6,862

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間純損失調整後又は当期純利益調整額

（千円）
ー － －

普通株式増加数（株） ー － 943

（うち新株引受権） (ー) (ー) (343)

（うち新株予約権） (ー) (ー) (600)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19第1項の規定に

よる新株引受権（新株引受権残

高137,280千円）及び　商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に

よる新株予約権（新株予約権の

数755個）。　　　　

旧商法第280条ノ19第1項の規定に

よる新株引受権（新株引受権残

高92,190千円）及び　商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に

よる新株予約権（新株予約権の

数513個）。

第1回無担保転換社債型新株予約

権付社債（新株予約権の残高

3,400百万円）。

――――――
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 １. 当社は、㈱東京証券取引所より平成17

年１月27日に上場承認を受け、平成17年３

月４日付をもって同取引所マザーズへ上場

いたしました。この株式上場にあたり、平

成17年１月27日及び平成17年２月10日開催

の取締役会の決議により、下記のとおり新

株式を発行いたしました。

１．第１回無担保転換社債型新株予約権付　

　社債は、平成18年1月19日付で全額株式の転

換が終了しました。

  平成18年１月１日以降の転換により発行済株

式総数が13,416.33株増加するとともに、資本

金が1,700百万円増加、資本剰余金(資本準備

金）が1,700百万円増加しています。

１．株式の分割

　平成17年８月12日開催の当社取締役会の決

議に基づき、次のように株式分割による新株

式を発行いたします。

(1）平成17年11月21日をもって普通株式１株

につき５株に分割いたします。

  ①分割により増加する株数

　(1)発行する株式の種類及び数

　　　　当社普通株式　1,500株

　（2）発行価格　1株につき750,000円

　（3）引受価額　1株につき697,500円 

　（4）発行価額　1株につき595,000円 

 

 

 

　普通株式として、平成17年９月30日

（金曜日）最終の発行済株式数に４を乗

じた株式数となります。

②分割方法

　(5）払込金額の総額　1,046,250千円

　 (6）資本組入額の総額　446,250千円

　 (7)払込期日　平成17年３月３日

　 (8)配当起算日　平成17年１月１日 

 

 

　平成17年９月30日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載された株主の所有株

式数を、１株につき５株の割合をもって

分割いたします。

　(9)募集方法

　　ブックビルディングによる一般募集 

 

 

 

 

 

(2）配当起算日

平成17年７月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前期における１株当たり情

報及び当期首に行われたと仮定した場合

の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりであります。

 ２. 連結子会社である株式会社岩国ウッド

　 パワーは、平成17年１月28日の取締役会

   決議に基づき、下記のコミット型シンジ

   ケートローン契約を締結しております。

  (1)契約内容

     　コミット型シンジケートローン契約

  (2)融資枠設定額　2,150,000千円

  (3)契約期間　平成17年１月31日から

　　　　　　 　平成18年３月31日

  (4)利率　日本円３ヶ月TIBOR+1.7%

  (5)アレンジャー兼エージェント

　　　株式会社三井住友銀行　

  (6)参加金融機関　株式会社三井住友銀行

　 　　　　　　　　株式会社山口銀行

  (7)資金使途　　　木質バイオマス発電所の

　 　　　　　　　　建設資金

 

 前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

71,134.13円 87,823.04円

１株当たり当期純利
益

１株当たり当期純利
益

43.13円 2,870.23円

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

－円 2,523.44円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．重要な子会社の設立

　平成17年８月12日開催の当社取締役会にお

いて、下記の要領による子会社設立を決議い

たしました。

①商号：株式会社フェスコパワーステーショ

ン群馬

②代表者名：小室　正則

③本店所在地：群馬県太田市

④設立：平成17年10月予定

⑤事業内容：電力販売事業

⑥決算期：６月

⑦資本金：10,000千円

⑧発行株式数：200株

⑨株主構成：当社 100％

－ 28 －



５．生産、受注及び販売の状況

 　　（１）生産実績　　　　　 　

当社は、省エネルギー支援サービス事業でのサービス提供にあたり、製品の生産は行っておりません。また、

グリーンエナジー事業での発電、電力ビジネス事業での電力小売は開始しておりません。そのため、生産実績

については記載すべき事項はありません。

 　　（２）受注状況

当社は、省エネルギー支援サービス事業においては、顧客の需要に応じてサービスを提供いたします。また、

グリーンエナジー事業及び電力ビジネス事業においても、顧客の需要に応じてサービスを提供いたします。い

ずれも受注販売の方式を採用しておりませんので、受注状況について記載すべき事項はありません。

 　　（３）販売実績

 　　　　　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計年度

（自　平成17年７月１日

　　至　平成17年12月31日）　

 省エネルギー支援サービス事業（千円） 3,185,766

 グリーンエナジー事業　　　　（千円） 819

 電力ビジネス事業　　　　　　（千円） 10,000

 合計　　　　　　　　　　　　（千円） 3,196,585

　　　　　　　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

 　　　　　　　　　 ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　　　　　　　 ３．グリーンエナジー事業での発電及び電力ビジネス事業での電力小売は開始しておりませんが、

　　　　　　　　　　　　コンサルティングによる収入が計上されております。
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