
平成18年６月期 個別中間財務諸表の概要
 

平成18年２月15日

上場会社名 株式会社ファーストエスコ 上場取引所 東証マザーズ

コード番号　 9514 本社所在都道府県 東京都 

(URL　http://www.fesco.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　　筒見　憲三

問合せ先責任者　役職名 取締役 氏名　　木根渕　明　 ＴＥＬ　　（03）3538－5980

決算取締役会開催日 平成18年2月15日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成－年－月－日 単元株制度採用の有無 無

１．平成17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日）
(1）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 △555 － △543 －

16年12月中間期 2,136 － 25 － 26 －

17年６月期 4,927 258 241

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 △1,123 － △27,022 64

16年12月中間期 13 － 2,150 44

17年６月期 163 23,799 32

（注）①期中平均株式数 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、一株当たり中間（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）配当状況  

１株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金

円 銭 円 銭

17年12月中間期 0 00 　           　　0    　　00

16年12月中間期 0 00 　　　　　　　 　0    　　00

17年６月期 　     0        00 0 00

 

(3）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 26,014 4,206 16.2 87,240 45

16年12月中間期 13,127 2,252 17.2 358,603 93

17年６月期 21,428 3,677 17.2 447,604 89

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 17年12月中間期 2.56株 16年12月中間期 －株 17年６月期 －株

２．平成18年６月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 6,800 △240 △830 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△17,236円52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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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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   850,444   7,431,260   3,514,972  

２．受取手形 ※５  9,660   328,356   5,248  

３．売掛金   821,957   1,327,478   1,473,678  

４．たな卸資産   57,520   97,518   67,731  

５．その他   340,781   1,756,760   828,245  

流動資産合計   2,080,363 15.8  10,941,373 42.1  5,889,875 27.5

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

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

２．機械及び装置 ※2,3 8,403,526   11,984,746   12,231,640   

３．その他  578,787   111,229   258,212   

有形固定資産合
計

  10,110,508   13,544,765   13,981,779  

(2）無形固定資産   4,745   11,193   3,877  

(3）投資その他の資
産

  932,006   1,517,078   1,553,000  

固定資産合計   11,047,259 84.2  15,073,037 57.9  15,538,657 72.5

資産合計   13,127,623 100.0  26,014,410 100.0  21,428,532 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   453,433   899,879   833,775  

２．一年内返済予定
長期借入金

※２  36,000   35,281   36,000  

３．未払金   ー   2,309,359   1,892,278  

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

  ー   281,647   134,027  

６．設備改善引当金   ー   728,255   －  

７．その他 ※４  689,654   77,855   491,307  

流動負債合計   2,018,099 15.4  5,665,643 21.8  4,662,990 21.7
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前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．新株予約権付社
債

  ー   3,400,000   －  

２．長期借入金 ※２  209,500   201,321   191,500  

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

  ー   35,096   38,478  

５．その他   16,228   54,030   21,611  

固定負債合計   8,856,774 67.4  16,142,218 62.1  13,088,020 61.1

負債合計   10,874,873 82.8  21,807,862 83.8  17,751,010 82.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,281,600 17.4  3,714,240 14.3  2,860,570 13.4

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  ー   1,496,000   696,000   

資本剰余金合計   －   1,496,000 5.8  696,000 3.2

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間未処理損失
（△）又は当期
未処分利益

 △28,850   △1,002,869   120,951   

利益剰余金合計   △28,850 △0.2  △1,002,869 △3.9  120,951 0.6

Ⅳ　自己株式   ー   △822   －  

資本合計   2,252,749 17.2  4,206,548 16.2  3,677,521 17.2

負債資本合計   13,127,623 100.0  26,014,410 100.0  21,428,532 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（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

  269,782 12.6  385,786 12.1  582,258 11.9

営業利益又は営
業損失（△）

  25,434 1.2  △555,532 △17.4  258,014 5.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  5,135 0.2  16,958 0.5  27,759 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,935 0.2  5,232 0.2  43,903 0.9

経常利益又は経
常損失（△）

  26,634 1.2  △543,807 △17.0  241,871 4.9

Ⅵ　特別利益 ※３  ー ー  － －  69,228 1.4

Ⅶ　特別損失 ※３  128 0.0  391,000 12.2  27,052 0.5

税引前当期純利
益又は税引前中
間純損失（△）

  26,506 1.2  △934,807 △29.2  284,047 5.8

法人税、住民税
及び事業税

 93,354   13,234   282,513   

法人税等調整額  △80,357 12,997 0.6 175,779 189,013 5.9 △160,296 120,736 2.5

当期純利益又は
中間純損失
（△）

  13,509 0.6  △1,123,820 △35.2  163,310 3.3

前期繰越利益又
は前期繰越損失
（△）

  △42,359   120,951   △42,359  

当期未処分利益
又は中間未処理
損失（△）

  △28,850   △1,002,869   120,951  
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中間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）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

 （１）有価証券

 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法　　

　

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式 

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　同左

  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

その他有価証券

時価のないもの 

同左

その他有価証券

時価のないもの

同左

  （２）たな卸資産

 貯蔵品

 　　最終仕入原価法による原価法

(2）たな卸資産

貯蔵品

 　　 同左

(2）たな卸資産

貯蔵品

　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

 (1）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。

(1）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。

(1）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

同左

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　  ・その他の有形固定資産　 ・その他の有形固定資産　

  　　　定率法  　　　同左 　　　同左

  (2）無形固定資産

 　　　定額法

(2）無形固定資産

 　    同左

(2）無形固定資産　　　　　

　　同左

  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。
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項目

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

３．引当金の計上基準  （１）貸倒引当金

 債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

なお、当中間会計期間における

計上額はありません。 

(1）貸倒引当金

  同左　

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上して

おります。

　なお、当事業年度における計上

額はありません。

  (2）―――――――――――

 

(2）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

間会計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。

(2）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。

  (3)　――――――――――

 

(3）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。

 (3)  ―――――――――――

 

 

 

４．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．その他中間財務諸表（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

 　　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

 　 　　　　同左

(1）消費税等の会計処理

　　　　同左
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（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）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（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

事業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

12,580千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

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度末
（平成17年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額   ※１．有形固定資産の減価償却累計額   

915,588千円 1,955,710千円 1,397,294千円

※２．担保に供している資産　　　 ※２．担保に供している資産    ※２．担保に供している資産   

 機械及び装置 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。

 機械及び装置 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

165,000千円の担保に供しておりま

す。

 機械及び装置 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

175,000千円の担保に供しており

ます。

 ※３．当中間会計期間において、国庫補助金

の受入れにより機械及び装置505,131千円

の圧縮記帳を行いました。中間貸借対照表

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

97,485千円、機械及び装置2,753,224千円

であります。

※３．当中間会計期間において、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157,582千円、機械及び装置

3,528,351千円であります。 

※３．当期において、国庫補助金の受入れによ

り建物60,097千円、機械及び装置

1,280,258千円の圧縮記帳を行いました。

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157,582千円、機械及び装置

3,528,351千円であります。

 ※４. 消費税等の取扱い　　

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※４．消費税の取扱い

　同左

※４．　　――――――――――― 

※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。

受取手形　　 210,000千円

※５. 　―――――――――――   

　６． 　――――――――――― 　６.偶発債務 　６.偶発債務 

 　　　債務保証 　　　債務保証 

 　　　　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っております。 

　　　　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

保証先 金額(千円） 内容 

㈱岩国ウッドパ

ワー 
860,000 借入債務 

㈱日田ウッドパ

ワー 
520,000 借入債務

計 1,380,000 －

保証先 金額(千円） 内容 

㈱岩国ウッドパ

ワー 
860,000 借入債務 

㈱日田ウッドパ

ワー 
300,000 借入債務 

計 1,160,000 －
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 ※１．営業外収益のうち主要なもの

　　　

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

         受取利息 　　　　　3,549千円 　　　　受取利息　　　　　　 14,596千円

　　　　　　

　　　  受取利息　　　　　　 14,360千円

　　　　補助金収入　　　　　 11,105千円

 

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

　　　

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

         支払利息　　　　　　3,217千円  　　 　支払利息　　　　  　  1,757千円

　　　　 

 

 

 　　 　支払利息　　  　  　  4,859千円

　　　　新株発行費　　　　   16,513千円

　　　　上場関連費用　　　　 21,751千円

 

 ※３．特別損失のうち主要なもの       

 

※３．特別損失のうち主要なもの ※３. 特別利益及び特別損失のうち主要なもの 

　　　

 有形固定資産除却損    128千円 　設備改善引当金繰入額 391,000千円

　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。

　過年度メンテナンス費用戻入益69,228千

円

　過年度メンテナンス費用繰入額　26,525

千円

　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．減価償却実施額 　４． 減価償却実施額 　４．減価償却実施額  

  有形固定資産 　　　 346,248千円

  無形固定資産          1,654千円

 　 有形固定資産　　　　558,415千円

　　無形固定資産　　　　　2,648千円

 　有形固定資産 　　　 827,982千円

　 無形固定資産 　　　　 2,772千円
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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）、当中間会計期間（自　平成17年７月１日　

至　平成17年12月31日）及び前事業年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）において子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（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  358,603.93円

１株当たり中間純利益金額    2,150.44円

　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。

１株当たり純資産額 87,240.45円

１株当たり中間純損失金額 △27,022.64円

 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。

１株当たり純資産額 447,604.89円

１株当たり当期純利益金額 23,799.32円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
20,923.88円

 

 

 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

定した場合の前事業年度における１株当たり情

報については、以下のとおりとなります。

 

 

  

  

  

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

71,720.78円 89,520.97円

１株当たり中間純
利益

１株当たり当期純
利益

430.08円 4,759.86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 4,184.77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）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（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１株当たり

当期純利益金額
   

中間純損失（△）または当期純利益（千

円）
13,509 △1,123,820 163,310

普通株主に帰属しない金額（千円） ー － －

（うち利益処分による役員賞与金） （ー） （－） (－)

普通株式に係る中間純損失（△）又は当期

純利益（千円）
13,509 △1,123,820 163,310

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
   

中間純損失調整額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） (－) (－) (343)

（うち新株予約権） （－） (－) (600)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間純損失又は当期純利益の

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）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（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)発行する株式の種類及び数　当社普通株

式1,500株

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る。 

２．子会社への増資 

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。

 （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 

 (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 

  (9)募集方法　ブックビルディングによる一

般募集 

　平成18年１月27日開催の当社取締役会に

　おいて、当社100%所有の子会社である㈱

　グリーンエナジーホールディングスへの

　出資を決議いたしました。

①出資金額：960,000千円

②出資予定日：平成18年２月14日 

③出資後の資本金：495,000千円

④出資後の資本剰余金：765,000千円

⑤増資後の株主構成：当社100％

⑥目的：各ウッドパワー会社への増資

３．子会社への貸付  

(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

　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. 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

　平成18年１月27日開催の当社取締役会に

　おいて、当社100％所有の子会社である

　㈱グリーンエナジーホールディングスへ

　の出資を決議いたしました。 

①貸付金額：955,000千円

②貸付予定日：平成18年２月14日 

③出資後の資本金：495,000千円

④貸付期間：２年間

⑤目的：各ウッドパワー会社への増資

 

②分割方法

　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。

 (4)利率　日本円３ヶ月TIBOR+1.7%

 (5)アレンジャー兼　　株式会社三井住友銀行

　エージェント 　　　　　　

 (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

 

 

 

(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。

  前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

71,290.69円 89,520.97円

１株当たり当期純利
益

１株当たり当期純利
益

282.73円 4,759.86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 4,184.77円

－ 41 －



前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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％
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