
(財)財務会計基準機構会員  
平成18年６月期　第３四半期財務・業績の概況（連結）

 平成18年５月15日

上場会社名　株式会社ファーストエスコ （コード番号：9514　　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.fesco.co.jp/　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　筒見　憲三 　ＴＥＬ：（03）3538－5980　　　　　

　　　　　　責任者役職・氏名　取締役経営企画・財務統括　木根渕　明  

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

 

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

 

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　有

（内容）連結（新規）３社（除外）－社　　　持分法（新規）－社（除外）－社

 

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の

取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

 

２．平成18年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年７月１日　～　平成18年３月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月期第３四半期 4,979 56.8 △945 － △989 － △1,751 －

17年６月期第３四半期 3,175 － △67 － △110 － △79 －

（参考）17年6月期 4,927 95.4 241 773.6 203 981.0 98 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

18年６月期第３四半期 △36,683 33 － －

17年６月期第３四半期 △12,402 73 － －

（参考）17年６月期 14,351 15 12,617 24

（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

  当第３四半期連結会計期間における我が国は、企業業績の大幅な回復、雇用情勢の好転などに示されるように、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、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及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、商業ビルなどの業務系施設

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

騰を受けて、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18年１月より山口県岩国市において、株式会社岩国ウッドパワーの発電所が

商業運転を開始しました。また株式会社白河ウッドパワー(福島県白河市)、株式会社日田ウッドパワー(大分県日田
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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門では、本年２月に株式会社フェスコパワーステーション滋賀が事業を開始しました。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月には株式会社フェスコパワーステーション群馬、また平

成17年12月には株式会社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。

　なお、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

改善費用引当金を計上することといたしました。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高4,979百万円、営業損失945百万円、経常損失989百万

円、当第３四半期純損失1,751百万円となりました。

 

(2）連結財政状態の変動状況

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

18年６月期第３四半期 32,886 6,947 21.1 111,807 91

17年６月期第３四半期 17,799 3,200 18.0 411,293 64

（参考）17年６月期 23,243 3,607 15.5 439,115 23

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

18年６月期第３四半期 633 △10,123 11,070 5,498

17年６月期第３四半期 262 △4,241 4,842 1,961

（参考）17年６月期 475 △3,606 5,950 3,918

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

  当第３四半期連結会計期間における総資産は9,642百万円増の32,886百万円(主に社債の発行による現預金の増加と

建設中資産の増加による)、負債は6,302百万円増の25,938百万円(主に借入金の増加による)、自己資本は3,339百万

円増の6,947百万円(主に転換社債の資本組入と当第３四半期純損失による)となりました。

　当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前第３四半期純

損失が1,482百万円となりましたが、新株予約権付社債発行による収入4,991百万円があったこと等から、前連結会計

年度末に比べ1,579百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には5,498百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は633百万円となりました。主な要因として減価償却費887百万円などがあります。な

お、税金等調整前第３四半期純損失1,482百万円を計上しておりますが、これは主として設備改善費用引当金の増減

額573百万円、メンテナンス費用引当金の増減額245百万円、契約損失引当金の増減額126百万円等の非資金科目計上

によるものであり、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10,123百万円となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出9,679百万

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）

　投資活動により獲得した資金は11,070百万円となりました。主な要因は新株予約権付社債発行による収入4,991百

万円と長期借入金による収入4,638百万円によるものであります。
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３．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）　△14,805円 52銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　当連結会計年度においても、省エネルギー支援サービス事業部門では、「スーパーまるごと」の展開を進めるとと

もに、オンサイト発電事業設備の重点点検整備を行う予定です。これにより売上高が若干減少することが予想されま

すが、堅調に推移する見通しであります。

　また、グリーンエナジー事業部門におきましては、平成18年１月より株式会社岩国ウッドパワーの発電所が商業運

転を開始し、電力ビジネス事業部門においても平成18年２月より株式会社フェスコパワーステーション滋賀が業務を

開始しております。

 

※上記の平成18年６月期の連結業績予想は、現在、最新の情報に基づき精査中であり、必要があると判断した場合に

はすみやかに公表する予定であります。
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年３月31日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成17年６月30日現在）

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 ※２ 1,961,118 5,762,564 3,918,319

２．受取手形及び　　
売掛金

 ※２ 735,496 1,489,730 1,478,926

３．たな卸資産 65,142 158,137 67,731

４．その他 429,969 747,170 634,981

    貸倒引当金 － △1,400 －

流動資産合計 3,191,726 17.9 8,156,202 24.8 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 1,197,068 2,332,089 1,491,927

(2）機械装置及び　
運搬具

※2,3 10,290,005 14,810,707 12,231,640

(3）建設仮勘定 1,898,363 5,923,999 1,944,406

(4）その他 687,230 14,072,667 707,587 23,774,383 689,358 16,357,333

２．無形固定資産 4,183 380,093 3,877

３．投資その他の資産    

(1）投資その他の
資産

530,488  577,034  782,489  

　　　貸倒引当金 － 530,488 △1,410 575,624 － 782,489

固定資産合計 14,607,340 82.1 24,730,102 75.2 17,143,700 73.8

資産合計 17,799,066 100.0 32,886,305 100.0 23,243,659 100.0

－ 4 －



前第３四半期連結会計期間末
（平成17年３月31日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成17年６月30日現在）

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

607,037 961,056 833,775

２．短期借入金  ※２ 1,186,000 920,000 －

３．一年内返済予定　
長期借入金

※２ － 248,450 896,000

４．未払金  ※２ － 2,675,740 1,892,278

５．一年内支払予定　
長期払金

 ※２ 1,459,746 1,288,201 1,275,601

６．メンテナンス費用
引当金 

－ 352,970 134,027

７．設備改善費用
引当金

－ 573,490 －

８．契約損失引当金 － 24,204 －

９．その他 429,231 529,360 882,337

流動負債合計 3,682,015 20.7 7,573,474 23.0 5,914,019 25.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 500,500 5,747,748 491,500

２．長期未払金  ※２ 10,208,246 12,162,552 12,836,430

３．メンテナンス費用
引当金 

 － 64,940 38,478

４．契約損失引当金  － 102,727  －

５．その他 207,617 287,231 355,459

固定負債合計 10,916,364 61.3 18,365,199 55.9 13,721,868 59.0

負債合計 14,598,379 82.0 25,938,674 78.9 19,635,888 84.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,727,850 15.3 5,454,640 16.6 2,860,570 12.3

Ⅱ　資本剰余金 600,000 3.4 3,196,000 9.7 696,000 3.0

Ⅲ　利益剰余金 △127,162 △0.7 △1,700,736 △5.2 51,200 0.2

Ⅳ　自己株式  －  － △2,272 △0.0  －  －

資本合計 3,200,687 18.0 6,947,631 21.1 3,607,770 15.5

負債・資本合計 17,799,066 100.0 32,886,305 100.0 23,243,659 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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 3,175,289 100.0 4,979,742 100.0 4,927,851 100.0

Ⅱ　売上原価 2,811,881 88.6 5,185,923 104.1 4,087,577 82.9

売上総利益又は
売上総損失（△）

363,407 11.4 △206,181 △4.1 840,273 17.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 430,435 13.5 739,022 14.9 598,759 12.2

営業利益又は
営業損失（△）

△67,027 △2.1 △945,204 △19.0 241,513 4.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 7 15 7

２．消費税還付加算金 1,469 1,782 1,469

３．補助金収入  －  － 11,105

４．地役権設定料  － 1,432  －

５．保険返戻金  － 618 －

６．その他 138 1,614 0.0 86 3,934 0.1 239 12,822 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 4,059 21,746 7,387

２．新株発行費 15,920 13,607 16,513

３．上場関連費用 20,534  － 21,751

４．社債発行費  － 8,506  －

５．契約解除金  － 2,464  －

６．その他 5,028 45,542 1.4 1,563 47,888 1.0 5,059 50,711 1.0

経常利益又は
経常損失（△）

△110,955 △3.5 △989,157 △19.9 203,624 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．設備改善費用  ※４  －   432,364    －   

３．固定資産除却損  ※２ 128    －   25,633   

４．減損損失  ※５  －   53,703    －   

５．投資有価証券評価損  － 128 0.0 6,999 493,067 9.9  － 52,158 1.0

税金等調整前第３四半期
純損失（△）又は税金等
調整前当期純利益

△111,083 △3.5 △1,482,224 △29.8 220,693 4.5

法人税、住民税及び
事業税

75,478 56,159 282,513

法人税等調整額 △106,676 △31,197 △1.0 213,551 269,711 5.4 △160,296 122,216 2.5

第３四半期純損失（△）
又は当期純利益

△79,886 △2.5 △1,751,936 △35.2 98,477 2.0
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(3）四半期連結剰余金計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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 600,000 － 696,000

２．新株予約権付社債の転換
による増加高

－ 600,000 2,500,000 2,500,000 － 696,000

Ⅲ　資本剰余金第３四半期末
（期末）残高

600,000 3,196,000 696,000

（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．当期純利益 － － － － 98,477 98,477

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．第３四半期純損失 △79,886 △79,886 △1,751,936 △1,751,936 － －

Ⅳ　利益剰余金第３四半期末
（期末）残高

△127,162 △1,700,736 51,200
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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

税金等調整前第３四半期純損失（△）
又は税金等調整前当期純利益

△111,083 △1,482,224 220,693

減価償却費 553,778 887,797 830,755

減損損失 － 53,703 －

固定資産除却損 128 － 25,633

投資有価証券評価損 － 6,999 －

補助金収入 － － △11,105

貸倒引当金の増加額 － 2,810 －

メンテナンス費用引当金の増加額 － 245,405 172,505

設備改善費用引当金の増加額 － 573,490 －

契約損失引当金の増加額 － 126,931 －

受取利息及び受取配当金 △7 △15 △7

支払利息 4,059 21,746 7,387

社債発行費 － 8,506 －

新株発行費 15,920 － 16,513

売上債権の増減額（△は増加） △226,195 △10,803 △969,625

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,302 △90,405 △56,891

その他の資産の増減額（△は増加） △133,402 65,037 △79,824

仕入債務の増減額（△は減少） 278,200 426,500 504,938

未収消費税等の増減額（△は増加） 28,860 173,301 △88,176

未払消費税等の増減額（△は減少） － 30,000 －

その他の負債の増減額（△は減少） △7,059 △52,738 △411

小計 348,895 986,043 572,384

利息及び配当金の受取額 7 15 7

利息の支払額 △3,977 △81,829 △4,807

法人税等の支払額 △82,915 △270,958 △91,925

営業活動によるキャッシュ・フロー 262,010 633,270 475,660
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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

特定金外信託の取得による支出 － △100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △5,007,991 △9,679,300 △5,300,503

取得資産に係る国庫補助金の受入額 781,539 53,690 1,709,575

無形固定資産の取得による支出 － △372,066 △250

投資有価証券の取得による支出 － △7,000 －

保証金の増加額 △15,235 △31,017 △15,500

その他 － 12,126 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,241,687 △10,123,566 △3,606,678

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 290,000 920,000 －

長期借入れによる収入 1,160,000 4,638,233 958,500

長期借入金の返済による支出 △52,160 △29,535 △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

3,935,374 1,663,898 6,012,297

割賦債務の支払額 △1,521,294 △941,345 △2,217,302

新株予約権付社債の発行による
収入 

－ 4,991,493 －

株式の発行による収入 1,030,329 94,070 1,258,456

自己株式の取得による支出 － △2,272 －

担保に供した預金の増加額 － △264,385 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,842,249 11,070,155 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減額
（△は減少）

862,572 1,579,859 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第３四半期末
（期末）残高

※ 1,961,118 5,498,178 3,918,319

－ 9 －



四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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、当第３四半期連結

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、当第３四半期連結会計

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．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　すべての連結子会社の四半期決算

日は、四半期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

売買目的有価証券   

─────  

 

 

 

 

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

売買目的有価証券  

時価法(売却原価は移動平均

法により算定） 

　なお、特定金外信託に含ま

れる有価証券も同一の評価基

準及び評価方法によっており

ます。 

その他有価証券

時価のないもの

　　　同左

イ　有価証券

売買目的有価証券  

───── 

 

 

 

 

その他有価証券

時価のないもの

同左

ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

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

－ 10 －



項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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。

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

　建物及び構築物　５～31年

　機械装置　　　　５～15年

グリーンエナジー事業及び電

力ビジネス事業の発電設備に

おける建物及び構築物、機械

装置は定額法。

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

　建物及び構築物　８～50年

　機械装置　　    　　15年

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

定率法

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

　　　　　　　    ４～15年

その他の有形固定資産

定率法

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

(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

第３四半期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。

　

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。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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）

  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第

３四半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。 

 

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連

結会計年度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。

　この契約の見直しを契機に、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、税金等調整前

当期純利益が172,505千円それぞ

れ減少しております。 
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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）

  ハ　　　───── 

 

 

ハ　設備改善費用引当金 

　省エネルギー支援サービス事業

用設備に発生した故障に対する修

繕費、故障を未然に防ぐための施

策費用及び設備停止中に顧客が被

る損失に対する補償等により、将

来発生が見込まれる諸費用につい

て、合理的に見積られる金額を計

上しております。

 （追加情報）

　従来より、省エネルギー支援

サービス事業用設備の不具合が発

生しておりましたが、故障原因の

究明及び設備の改修活動に積極的

に取り組む必要が生じたため、当

第３四半期連結会計期間より設備

改善費用引当金を計上しておりま

す。

　なお、これにより、売上総損失

及び営業損失がそれぞれ、201,279

千円、税金等調整前第３四半期純

損失が573,490千円増加しており

ます。

ハ　　　───── 

 

 

  ニ　　　─────

 

 

 ニ　契約損失引当金

　エネルギー供給サービス契約の

損失に備えるため、今後、損失発

生の可能性が高く、かつ、金額を

合理的に見積ることができる契約

について、損失見込額を計上して

おります。 

 

ニ　　　─────

 

 

(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
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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）

(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

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

 

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

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

ニ　ヘッジ有効性の評価方法

同左

(6）その他四半期連結財務

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

　税抜方式を採用しております。

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。

（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第３四半期連

結会計期間より当該処理を採用す

ることといたしました。なお、当

第３四半期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6,133千円であり

ます。

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、当第３四半期

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41,157千円であります。

 

 

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。

（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

より当該処理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。

５．四半期連結キャッシュ・

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ケ月以内に

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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四半期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

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自　平成17年７月１日 
至　平成18年３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） ―――――――――――

 　当第３四半期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。これにより税金等調整前第３

四半期純損失は53,703千円増加して

おります。

　なお、減損損失累計額については、

各資産の金額から直接控除しており

ます。

 

表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自　平成17年７月１日 
至　平成18年３月31日） 

―――――――――――

 

（連結貸借対照表） 

　「未払金」は、前第３四半期まで、流動負債の「その

他」に含めて表示していましたが、当第３四半期において

負債及び資本の合計額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。

　なお、前第３四半期末の「未払金」の金額は、36,700千

円であります。

追加情報

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自　平成17年７月１日 
至　平成18年３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

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年３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

1,120,901千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,280,734千円

※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 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

現金及び預金 107,544千円

機械装置及び運搬具 275,040千円

①　現金及び預金 264,385千円

　　機械装置及び運搬具 258,520千円

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、短期借入金30,000千円、長

期借入金482,500千円及び金利スワップ取

引の担保に供しております。

　この他に連結上相殺消去されている連結

子会社株式（帳簿価額2,940,000千円）を

担保に供しております。

　上記物件及び連結子会社株式は、一年内

返済予定長期借入金238,125千円、長期借

入金5,714,375千円及び金利スワップ取引

の担保に供しております。

 　②　売掛金　　　　　　　　491,315千円

　上記債権を割賦及びリースに関する債務

に対する譲渡担保等に供しております。な

お、上記割賦及びリースに関する債務は、

未払金47,596千円、一年内支払予定長期未

払金1,009,553千円、長期未払金9,142,180

千円であります。

　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．当第３四半期連結会計期間において、国

庫補助金の受入れにより、建物及び構築

物43,924千円、機械装置及び運搬具

737,614千円の圧縮記帳を行いました。四

半期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141,409千円、機械装置及び運搬具

2,985,707千円であります。

※３．当第３四半期連結会計期間において、国

庫補助金の受入れにより、機械装置及び運

搬具21,851千円の圧縮記帳を行いました。

四半期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

3,550,202千円であります。

※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．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第３四半期連

結会計期間末の借入実行残高は次のとおり

であります。

　４．当社の連結子会社は、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第３四半期連結会計期

間末の借入実行残高は次のとおりでありま

す。

　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 5,419,800千円

借入実行残高 1,160,000千円

差引額 4,259,800千円

コミットメントの総額 16,187,800千円

借入実行残高 5,770,000千円

差引額 10,417,800千円

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．保証債務

下記の通り債務保証を行っております。

 保証先 金額 内容 

洸陽電機株式会社 18,900千円 仕入債務

 ５．________________________

  

  

  

－ 16 －



（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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 56,428千円

給料手当 206,227千円

給料手当 235,357千円

支払手数料 76,516千円

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

メンテナンス費用引当金繰入額

 　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精算を

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. 設備改善費用

　設備改善費用には、重大な故障案件に

係る設備改善費用引当金繰入額372,211千

円及び設備修繕等に伴って実際に発生し

た費用60,152千円が含まれております。

  　４.　　 ─────
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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）

  　５.　　 ─────

 

 ※５．減損損失

　当第３四半期連結会計期間において、

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。 

用途 種類 場所
金額

（千円）

 省エネ

設備

機械装置及

び運搬具 

新潟県

長岡市
53,703

　当社グループは、省エネルギー支援サー

ビス事業用資産については契約単位別に、

グリーンエナジー事業用資産及び電力ビジ

ネス事業用資産については同一ヘルツ地域

別に、資産のグルーピングを行っておりま

す。また、遊休資産等については個々の資

産単位に、各々資産のグルーピングを行っ

ております。

　その結果、省エネルギー支援サービス事

業用資産の一部については、顧客の倒産に

より将来のキャッシュ・フローが見込めな

くなったため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、当該設備については廃棄

を予定していることから、正味売却価額を

零として評価しております。

  　５.　　 ─────
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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第３四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　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17年３月31日現在） （平成18年３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 1,961,118

現金及び現金同等物 1,961,118

（千円）

現金及び預金勘定 5,762,564

担保に供している預金 264,385

現金及び現金同等物 5,498,178

（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
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（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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．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

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

１．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

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

１．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

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

機械装置
及び運搬
具

47,916 3,993 43,923

合計 47,916 3,993 43,923

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

機械装
置及び
運搬具

1,216,665 53,036 1,163,629

合計 1,216,665 53,036 1,163,629

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置
及び運搬
具

47,916 6,388 41,527

合計 47,916 6,388 41,527

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

第３四半期末残高が有形固定資産の

第３四半期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

第３四半期末残高が有形固定資産の

第３四半期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。

(注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

 　　未経過リース料第３四半期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,583千円

１年超 34,339千円

合計 43,923千円

１年内 133,752千円

１年超 1,029,877千円

合計 1,163,629千円

１年内 9,583千円

１年超 31,944千円

合計 41,527千円

（注）　未経過リース料第３四半期末残高相

当額は、未経過リース料第３四半期

末残高が有形固定資産の第３四半期

末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

（注）　未経過リース料第３四半期末残高相

当額は、未経過リース料第３四半期

末残高が有形固定資産の第３四半期

末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 3,993千円

減価償却費相当額 3,993千円

支払リース料 46,647千円

減価償却費相当額 46,647千円

支払リース料 6,388千円

減価償却費相当額 6,388千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　同左

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

１年以内 117,980千円

１年超 543,918千円

合計 661,899千円

１年以内 165,207千円

１年超 704,235千円

合計 869,443千円

 （減損損失について）

 　　　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

１年以内 160,227千円

１年超 615,520千円

合計 775,748千円
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（有価証券関係）

 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度末
（平成17年６月30日）

四半期連結貸借対照表計上額
（千円）

四半期連結貸借対照表計上額
（千円）

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 10,000 10,000

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成17年３月31日）

　当社グループは、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。

当第３四半期連結会計期間末（平成18年３月31日）

　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。

前連結会計年度末（平成17年６月30日）

　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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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成17年３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
3,165,252 10,036 － 3,175,289 － 3,175,289

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － － － － －

計 3,165,252 10,036 － 3,175,289 － 3,175,289

営業費用 2,981,789 58,225 20,846 3,060,861 181,455 3,242,317

営業利益又は営業損失

（△）
183,462 △48,188 △20,846 114,427 (181,455) △67,027

　（注）１．当第３四半期連結会計期間より、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。

なお、前第３四半期連結会計期間は四半期連結財務諸表を作成しておりません。

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　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。

４．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181,455千円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。

当第３四半期連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成18年３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
4,715,815 73,794 190,132 4,979,742 － 4,979,742

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 46,173 － 46,173 △46,173 0

計 4,715,815 119,967 190,132 5,025,915 △46,173 4,979,742

営業費用 5,110,942 301,283 272,344 5,684,570 240,375 5,924,946

営業利益又は営業損失

（△）
△395,127 △181,316 △82,211 △658,655 (286,548) △945,204
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　（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286,548千円であり、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。

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。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成17年３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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成18年３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。

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成17年３月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成18年３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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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 411,293.64円

１株当たり第３四半期

純損失金額
12,402.73円

１株当たり純資産額 111,807.91円

１株当たり第３四半期

純損失金額
36,683.33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
12,617.24円

　なお、潜在株式調整後１株当たり第３四

半期純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり第３四半期純損失

が計上されているため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純

利益金額については、潜在株式は存在するものの

１株当たり第３四半期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、以下の通りとなります。 

前第３四半期

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 

 82,258.72円 87,823.04円

１株当たり第３四半期純

損失
１株当たり当期純利益 

 △2,480.54円   2,870.23円

潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純損失 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

 －  2,523.44円

　

　（注）　１株当たり第３四半期純損失金額又は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。

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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株当たり第３四半期純損失金額又は当期

純利益金額
   

第３四半期純損失（△）又は当期純利益

（千円）
△79,886 △1,751,936 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） (－) (－) (－)

普通株式に係る第３四半期純損失（△）又

は当期純利益（千円）
△79,886 △1,751,936 98,477

期中平均株式数（株） 6,441 47,758 6,862
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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．第三者割当増資による新株の発行 １．重要な子会社の設立 １．株式の分割

　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、下記のとおり第

三者割当（オーバーアロットメントによる売

出）による新株式の発行を行っております。 

 　①発行する株式の種類及び数

                当社普通株式　　 240株

②発行価格　　１株につき   697,500円

③発行価額　　１株につき　 595,000円 

④払込金額の総額　　　　 167,400千円

⑤資本組入額の総額　　　  71,400千円

⑥払込期日　　　　  平成17年４月４日

⑦配当起算日　　　  平成17年１月１日

⑧割当先　　　　　　 野村證券株式会社 

　当社は下記の通り子会社を設立しました。

①商号：日本森林燃料株式会社

②代表者名：高木　勝

③本店所在地：東京都中央区

④設立：平成18年４月27日

⑤事業内容：森林系バイオマスを原料とす

　　　　　　る新エネルギー燃料（木炭）

　　　　　　の製造・販売及び森林系バイ

　　　　　　オマスの利活用に関するコン

　　　　　　サルティング業務

⑥決算期：６月

⑦資本金：20,000千円

⑧発行株式数：400株

⑨株主構成：当社 51％、高木勝 37％、

　　　　　　有限会社IESP 12％　　　 

 

　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式

　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

　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。

（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

ぞれ以下の通りであります。

 　　 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％

５．その他

　当四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書は、株式会社東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添

に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく会計監査人の手続きを実施しています。
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(財)財務会計基準機構会員  
平成18年６月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）

 平成18年５月15日

上場会社名　　株式会社ファーストエスコ （コード番号：9514　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.fesco.co.jp/　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　筒見　憲三 　ＴＥＬ：（03）3538－5980　　　　　

　　　　　　責任者役職・氏名　取締役経営企画・財務統括　木根渕　明  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

 

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

 

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱

い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受け

ております。

 

２．平成18年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年７月１日　～　平成18年３月31日）

(1）経営成績の進捗状況

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年６月期第３四半期 4,906 54.5 △808 － △790 － △1,534 －

17年６月期第３四半期 3,175 － △55 － △87 － △55 －

（参考）17年６月期 4,927 95.4 258 733.3 241 955.2 163 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭
18年６月期第３四半期 △32,124 62 － －

17年６月期第３四半期 △8,623 18 － －

（参考）17年６月期 23,799 32 20,923 88

（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

(2）財政状態の変動状況

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

18年６月期第３四半期 25,687 7,235 28.2 116,434 11

17年６月期第３四半期 16,177 3,229 20.0 415,053 84

（参考）17年６月期 21,428 3,677 17.2 447,604 89

３．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

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 3,195 △553 △1,124 0 0 － －

通期 6,800 △240 △830 － 0 0 0 0

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △13,357円 15銭

 

※上記の平成18年６月期の業績予想は、現在、最新の情報に基づき精査中であり、必要があると判断した場合にはすみや

かに公表する予定であります。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末
（平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年３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 1,506,692 4,792,336 3,514,972

２．受取手形 4,969 362,103 5,248

３．売掛金 ※２ 730,526 1,060,984 1,473,678

４．たな卸資産 65,142 150,512 67,731

５．関係会社短期貸付金 － 2,694,000 100,000

６．その他 ※４ 485,473 643,397 728,245

　　貸倒引当金  － △1,400 －

流動資産合計 2,792,804 17.3 9,701,934 37.8 5,889,875 27.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※３ 1,197,068 1,426,975 1,491,927

２．機械及び装置 ※2,3 10,290,005 11,650,168 12,231,640

３．その他 368,391 255,078 258,212

有形固定資産合計 11,855,465 13,332,221 13,981,779

(2）無形固定資産 4,183 12,549 3,877

(3）投資その他の資産

１．関係会社株式 － 1,490,000 310,000

２．関係会社長期貸付金 980,000 1,005,000 980,000

３．その他 544,968 147,554 263,000

　　貸倒引当金 － △1,410 －

投資その他の資産合計 1,524,968 2,641,143 1,553,000

固定資産合計 13,384,617 82.7 15,985,915 62.2 15,538,657 72.5

資産合計 16,177,422 100.0 25,687,849 100.0 21,428,532 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年３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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 607,037 1,168,954 833,775

２．短期借入金 ※２ 36,000 － －

３．一年内返済予定
長期借入金

※２ － 33,450 36,000

４．未払金 ※２ － 2,426,526 1,892,278

５．一年内支払予定
長期未払金

※２ 1,459,746 1,288,201 1,275,601

６．メンテナンス費用
引当金 

－ 288,523 134,027

７．設備改善費用引当金 － 573,490 －

８．契約損失引当金 － 24,204 －

９．その他 411,677 84,397 491,307

流動負債合計 2,514,451 15.5 5,887,748 22.9 4,662,990 21.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 200,500 192,748 191,500

２．長期未払金 ※２ 10,208,246 12,162,552 12,836,430

３．メンテナンス費用
引当金 

－ 34,686 38,478

４．契約損失引当金 － 102,727 －

５．その他 24,274 72,288 21,611

固定負債合計 10,433,021 64.5 12,565,002 48.9 13,088,020 61.1

負債合計 12,947,473 80.0 18,452,750 71.8 17,751,010 82.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,727,850 16.9 5,454,640 21.2 2,860,570 13.4

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 600,000 3,196,000 696,000

資本剰余金合計 600,000 3.7 3,196,000 12.5 696,000 3.2

Ⅲ　利益剰余金

１．第３四半期未処理損失
（△）又は当期未処分
利益

△97,901 △1,413,268 120,951

利益剰余金合計 △97,901 △0.6 △1,413,268 △5.5 120,951 0.6

Ⅳ　自己株式 － － △2,272 △0.0 － －

資本合計 3,229,948 20.0 7,235,099 28.2 3,677,521 17.2

負債・資本合計 16,177,422 100.0 25,687,849 100.0 21,428,532 100.0
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(2）四半期損益計算書

前第３四半期会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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 3,175,289 100.0 4,906,767 100.0 4,927,851 100.0

Ⅱ　売上原価 2,811,881 88.6 5,096,585 103.9 4,087,577 82.9

売上総利益又は売
上総損失（△）

363,407 11.4 △189,818 △3.9 840,273 17.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

419,346 13.2 618,527 12.6 582,258 11.9

営業利益又は営業
損失（△）

△55,938 △1.8 △808,345 △16.5 258,014 5.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 9,632 0.3 33,514 0.7 27,759 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 41,262 1.3 15,312 0.3 43,903 0.9

経常利益又は経常
損失（△）

△87,569 △2.8 △790,142 △16.1 241,871 4.9

Ⅵ　特別利益  ※３ － － － － 69,228 1.4

Ⅶ　特別損失 ※3,5 128 0.0 493,067 10.1 27,052 0.5

税引前第３四半期
純損失（△）又は
税引前当期純利益

△87,697 △2.8 △1,283,209 △26.2 284,047 5.8

法人税、住民税及
び事業税

74,521 7,572 281,033

法人税等調整額 △106,676 △32,155 △1.0 243,437 251,010 5.1 △160,296 120,736 2.5

第３四半期純損失
（△）又は当期純
利益

△55,541 △1.8 △1,534,220 △31.3 163,310 3.3

前期繰越利益又は
前期繰越損失
（△）

△42,359 120,951 △42,359

第３四半期未処理
損失（△）又は当
期未処分利益

△97,901 △1,413,268 120,951
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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

 　　売買目的有価証券

 　　　___________________　　　

 

 

 

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

 　　売買目的有価証券

 　　　時価法（売却原価は移動平均

法により算定）

　なお、特定金外信託に含まれる

有価証券も同一の評価基準及び評

価方法によっております。

子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

(1）有価証券

　　 売買目的有価証券

 　　　___________________　 

 

 

 

 

 

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。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　建物及び構築物　５～31年

　機械装置　　　　５～15年

(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。

　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

定率法

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　　　　　　　    ４～15年

・その他の有形固定資産

定率法

(2）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。

(2）無形固定資産

同左

　

(2）無形固定資産

同左
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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、当第３四半期会計期間に

おける計上額はありません。

(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。

　

(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第

３四半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。 

 

 (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。

　この契約の見直しを契機に、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。 
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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)　___________________

 

 

 (3)設備改善費用引当金

　省エネルギー支援サービス事業

用設備に発生した故障に対する修

繕費、故障を未然に防ぐための施

策費用及び設備停止中に顧客が被

る損失に対する補償等により、将

来発生が見込まれる諸費用につい

て、合理的に見積られる金額を計

上しております。

 （追加情報）

　従来より、省エネルギー支援

サービス事業用設備の不具合が発

生しておりましたが、故障原因の

究明及び設備の改修活動に積極的

に取り組む必要が生じたため、当

第３四半期会計期間より設備改善

費用引当金を計上しております。

　なお、これにより、売上総損失

及び営業損失がそれぞれ、

201,279千円、税引前第３四半期

純損失が573,490千円増加してお

ります。 

  (3)　___________________

 

 

 (4)　___________________

 

 

 (4)契約損失引当金

　エネルギー供給サービス契約の

損失に備えるため、今後、損失発

生の可能性が高く、かつ、金額を

合理的に見積ることができる契約

について、損失見込額を計上して

おります。 

 

 (4)　___________________

 

 

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．その他四半期財務諸表

（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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成17年７月１日 
至　平成18年３月31日） 

前会計年度
（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） ―――――――――――

 　当第３四半期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。これにより税引前

当期純損失は53,703千円増加しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 

表示方法の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成17年７月１日 
至　平成18年３月31日） 

―――――――――――

 

（貸借対照表） 

１．「関係会社短期貸付金」は、前第３四半期までは残高

がありませんでしたが、当第３四半期において資産の総額

の100分の５を超えたため区分掲記しました。

２．「関係会社株式」は、前第３四半期まで、「投資その

他の資産」に含めて表示していましたが、当第３四半期に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。

　なお、前第３四半期末の「関係会社株式」の金額は、

310,000千円であります。 

３．「未払金」は、前第３四半期まで、流動負債の「その

他」に含めて表示していましたが、当第３四半期において

負債及び資本の合計額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。

　なお、前第３四半期末の「未払金」の金額は、27,250千

円であります。

追加情報

前第３四半期会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成17年７月１日 
至　平成18年３月31日） 

前会計年度
（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

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

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年３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

1,120,901千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,237,029千円

※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

機械及び装置　　　　  　275,040千円

　上記物件は、短期借入金30,000千円、長

期借入金182,500千円の担保に供しており

ます。

※２．担保に供している資産

①　機械及び装置　　　  　258,520千円

　上記物件は、一年内返済予定長期借入

金23,125千円、長期借入金159,375千円の

担保に供しております。

 　　②　売掛金　　　  　　　　491,315千円

　    上記債権を割賦及びリースに関する債務

に対する譲渡担保等に供しております。な

お、上記割賦及びリースに関する債務は、

未払金47,596千円、一年内支払予定長期未

払金1,009,553千円、長期未払金

9,142,180千円であります。

※２．担保に供している資産

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．当第３四半期会計期間において、国庫補

助金の受入れにより建物43,924千円、機械

及び装置737,614千円の圧縮記帳を行いま

した。四半期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141,409千円、機械及

び装置2,985,707千円であります。

※３．当第３四半期会計期間において、国庫補

助金の受入れにより機械及び装置21,851千

円の圧縮記帳を行いました。四半期貸借対

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3,550,202

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

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

   ４．   ――――――――――― 

 

　５．偶発債務

債務保証

子会社の銀行借入に対する連帯保証

　５．偶発債務

①債務保証

　下記の通り債務保証を行っております。

　５．偶発債務　　　　

　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。

株式会社岩国ウッドパワー 860,000千円

株式会社日田ウッドパワー 300,000千円

 保証先 金額 内容 

株式会社岩国

ウッドパワー 

2,150,000

千円 
借入債務

株式会社日田

ウッドパワー 

2,270,000

千円 
借入債務

株式会社白河

ウッドパワー 

1,350,000

千円 
借入債務

 洸陽電機株式会社
18,900

千円 
仕入債務

計
5,788,900

千円 
 

 保証先 金額 内容 

株式会社岩国

ウッドパワー

860,000

千円
借入債務

株式会社日田

ウッドパワー

300,000

千円
借入債務

 計 1,160,000

千円
 

 　上記の他に、㈱中袖クリーンパワーの土

地賃貸借契約等の債務に対して連帯保証を

行っております。 
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前第３四半期会計期間末
（平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度末
（平成17年６月30日）

 　　　②デリバティブ取引に対する保証債務  

被保証者 契約額等 摘要 

株式会社日田

ウッドパワー 

2,700,000

千円
金利スワップ 

株式会社白河

ウッドパワー 

2,400,000

千円
金利スワップ 

 株式会社中袖

クリーンパワー

4,587,000

千円
金利スワップ 

 合計
9,687,000

千円
 

　上記デリバティブ取引は、連結子会社の

借入金に関する金利変動リスクを回避する

目的のものであります。 
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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

受取利息　　 　　　 　　8,039千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息　 　　　  　　　30,837千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

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

支払利息　　　　　　　　4,059千円

新株発行費　　 　  　　15,920千円

上場関連費用　　　　 　20,534千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　 　　　　  　 2,806千円

社債発行費　　 　  　 　　8,506千円

契約解除金 　　  　　　　 2,464千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

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

有形固定資産除却損　 　 　128千円

※３．特別損失のうち主要なもの

設備改善費用　　　　　　　432,364千円

　設備改善費用には、重大な故障案件に係

る設備改善費用引当金繰入額372,211千円

及び設備修繕等に伴って実際に発生した費

用60,152千円が含まれております。 

 

投資有価証券評価損　　　　　6,999千円 

 ※３．特別利益及び特別損失のうち主要なもの

　過年度メンテナンス費用戻入益　　

　　　　　　　　　　　　　69,228千円

　メンテナンス費用引当金繰入額　

　　　　　　　　　　　　　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

ンテナンス費用の精算を行っており、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。
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前第３四半期会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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）

　４．減価償却実施額

有形固定資産 　　　　　551,561千円

無形固定資産　 　　　　　2,216千円

　４．減価償却実施額

有形固定資産　 　　　 　839,734千円

無形固定資産　 　　 　　　3,682千円

　４．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　 827,982千円

無形固定資産　 　　　　　2,772千円

  ５.　　 ─────

 

 

 ※５．減損損失

　当第３四半期会計期間において、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。  

用途 種類 場所
金額

（千円）

省エネ設備
機械及び

装置

新潟県

長岡市
53,703

　当社は、省エネルギー支援サービス事

業用資産については契約単位別に、グリー

ンエナジー事業用資産及び電力ビジネス

事業用資産については同一ヘルツ地域別

に、資産のグルーピングを行っておりま

す。また、遊休資産等については個々の

資産単位に、各々資産のグルーピングを

行っております。

　その結果、省エネルギー支援サービス

事業用資産の一部については、顧客の倒

産により将来のキャッシュ・フローが見

込めなくなったため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、当該設備については

廃棄を予定していることから、正味売却

価額を零として評価しております。

　５.　　 ─────
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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．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

（借主側）

１．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

（借主側）

１．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

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額

（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

機械及
び装置

47,916 3,993 43,923

合計 47,916 3,993 43,923

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額

（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

機械及
び装置

1,216,665 53,036 1,163,629

合計 1,216,665 53,036 1,163,629

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額

（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

機械及
び装置

47,916 6,388 41,527

合計 47,916 6,388 41,527

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

第３四半期末残高が有形固定資産の

第３四半期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

第３四半期末残高が有形固定資産の

第３四半期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第３四半期末残高相当額等

 　　未経過リース料第３四半期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,583千円

１年超 34,339千円

合計 43,923千円

１年内 133,752千円

１年超 1,029,877千円

合計 1,163,629千円

１年内 9,583千円

１年超 31,944千円

合計 41,527千円

（注）　未経過リース料第３四半期末残高相

当額は、未経過リース料第３四半期

末残高が有形固定資産の第３四半期

末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

（注）　未経過リース料第３四半期末残高相

当額は、未経過リース料第３四半期

末残高が有形固定資産の第３四半期

末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 3,993千円

減価償却費相当額 3,993千円

支払リース料 46,647千円

減価償却費相当額 46,647千円

支払リース料 6,388千円

減価償却費相当額 6,388千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

（借主側）

未経過リース料

（借主側）

未経過リース料

１年以内 117,980千円

１年超 543,918千円

合計 661,899千円

１年以内 165,207千円

１年超 704,235千円

合計 869,443千円

 　（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

１年以内 160,227千円

１年超 615,520千円

合計 775,748千円
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（有価証券関係）

　前第３四半期会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成17年３月31日）、当第３四半期会計期間（自　平成17年７

月１日　至　平成18年３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。

（１株当たり情報）

　　第３四半期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。
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３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．第三者割当増資による新株の発行

　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、下記のとおり第

三者割当（オーバーアロットメントによる売

出）による新株式の発行を行っております。

①発行する株式の種類及び数

          　   当社普通株式 　 240株

②発行価格　　１株につき   697,500円

③発行価額　　１株につき　 595,000円 

④払込金額の総額　　　　 167,400千円

⑤資本組入額の総額　　　  71,400千円

⑥払込期日　　　　  平成17年４月４日

⑦配当起算日　　　  平成17年１月１日

⑧割当先　　　　　　野村證券株式会社 

１．重要な子会社の設立

　当社は下記の通り子会社を設立しました。

①商号：日本森林燃料株式会社

②代表者名：高木　勝

③本店所在地：東京都中央区

④設立：平成18年４月27日

⑤事業内容：森林系バイオマスを原料とす　

る新エネルギー燃料(木炭）の

製造・販売及び森林系バイオマ

スの利活用に関するコンサル

ティング業務

⑥決算期：６月

⑦資本金：20,000千円

⑧発行株式数：400株

⑨株主構成：当社 51％、高木勝 37％、

　　　　　　有限会社IESP 12％

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式

　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

　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。

（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

ぞれ以下の通りであります。

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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％

５．その他

　当四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表及び四半期損益計算書は、株式会社東京証券取引所の「上場有価証

券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表

明に係る基準」に基づく会計監査人の手続きを実施しています。
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