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１．平成18年６月期の業績（平成17年７月１日～平成18年６月30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 ％

18年６月期 6,790 37.8 △878 － △822 －

17年６月期 4,927 95.4 258 733.3 241 955.2

当期純利益
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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年６月期 △1,564 － △30,463 30 － － － － －

17年６月期 163 － 23,799 32 20,923 88 5.5 1.5 4.9

（注）①期中平均株式数 18年６月期 51,359.97株 17年６月期 6,862株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月期 23,385 7,220 30.9 115,902 10

17年６月期 21,428 3,677 17.2 447,604 89

（注）期末発行済株式数 18年６月期 62,305.89 株 17年６月期 8,216 株

期末自己株式数 18年６月期 6.89 株 17年６月期 － 株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19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

中間期 4,500 △40 △40

通期 10,500 120 120

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　1,926円19銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年６月期 － － － － － － － － －

18年６月期 － － － － － － － － －

19年６月期（予想） － － － － － －    

※　上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、リスクや不確実要素等が含まれてお

り実際の業績と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項については７ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 3,514,972 2,779,550

２．受取手形 5,248 2,688

３．売掛金 ※１ 1,473,678 1,009,390

４．有価証券 － 99,531

５．貯蔵品 67,731 179,806

６．前払費用 20,180 28,684

７．繰延税金資産 76,892 －

８．短期貸付金 － 2,549,000

７．未収入金 246,244 405,970

８．未収消費税等 372,563 －

９．その他 112,363 1,277

　　貸倒引当金 － △800

流動資産合計 5,889,875 27.5 7,055,098 30.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※３ 1,617,831 1,618,308

減価償却累計額 125,904 1,491,927 213,222 1,405,085

２．機械及び装置 ※1,3 13,492,107 13,683,797

減価償却累計額 1,260,466 12,231,640 2,293,425 11,390,371

３．工具、器具及び備品 15,300 66,539

減価償却累計額 10,923 4,376 18,553 47,985

４．建設仮勘定 253,835 283,202

有形固定資産合計 13,981,779 65.2 13,126,645 56.1

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 2,780 24,405

２．その他 1,097 1,097

無形固定資産合計 3,877 0.0 25,502 0.1

－ 41 －



前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18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
（％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 10,000 10,000

２．関係会社株式 310,000 2,020,200

３．関係会社長期貸付金 980,000 1,005,000

４．長期前払費用 8,975 －

５．繰延税金資産 166,544 －

６．破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

－ 1,480

７．その他 77,479 142,590

　　貸倒引当金 － △1,410

投資その他の資産合計 1,553,000 7.3 3,177,861 13.6

固定資産合計 15,538,657 72.5 16,330,008 69.8

資産合計 21,428,532 100.0 23,385,107 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 833,775 1,033,964

２．未払金 ※１ 1,892,278 901,044

３．一年内返済予定長期借入
金

※１ 36,000 32,869

４．一年内支払予定長期未払
金

※１ 1,275,601 1,461,458

５．未払費用 22,120 23,128

６．未払法人税等 263,086 22,891

７．未払消費税等 － 24,694

８．前受金 7,314 3,433

９．預り金 4,133 15,007

10．建設受入金 ※４ 186,256 －

11．メンテナンス費用引当金 134,027 158,420

12．設備改善費用引当金 － 405,115

13．契約損失引当金 － 37,149

14．その他 8,396 406

流動負債合計 4,662,990 21.7 4,119,584 17.6

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 191,500 184,513

２．長期未払金 ※１ 12,836,430 11,632,899

３．メンテナンス費用引当金 38,478 26,835

４．契約損失引当金 － 109,458

５．その他 21,611 91,231

固定負債合計 13,088,020 61.1 12,044,937 51.5

負債合計 17,751,010 82.8 16,164,522 69.1
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 2,860,570 13.4 － －

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 696,000 －

資本剰余金合計 696,000 3.2 － －

Ⅲ　利益剰余金

当期未処分利益 120,951 －

利益剰余金合計 120,951 0.6 － －

資本合計 3,677,521 17.2 － －

負債・資本合計 21,428,532 100.0 － －

（純資産の部）  

　　株主資本  

１．資本金  － － 5,470,500 23.4

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金  － 3,196,000

資本剰余金合計  － － 3,196,000 13.7

３．利益剰余金  

(1) その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  － － △1,443,642 △1,443,642

利益剰余金合計  －  △1,443,642 △6.2

４．自己株式  － － △2,272 0.0

株主資本合計  － － 7,220,585 30.9

純資産合計  － － 7,220,585 30.9

負債・純資産合計  － － 23,385,107 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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
（％）

Ⅰ　売上高 4,927,851 100.0 6,790,531 100.0

Ⅱ　売上原価 4,087,577 82.9 6,822,290 100.5

売上総利益又は売上総損失(△) 840,273 17.1 △31,759 △0.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 582,258 11.9 846,284 12.4

営業利益又は営業損失(△) 258,014 5.2 △878,044 △12.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※２ 14,360 52,863

２．消費税等還付加算金 1,454 －

３．補助金収入 11,105 －

４．受入キャンセル料 － 14,984

５．その他 839 27,759 0.6 6,827 74,675 1.1

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 4,859 3,724

２．新株発行費 16,513 －

３．上場関連費用 21,751 －

４．社債発行費 － 8,506

５．契約解除金 － 5,377

６．その他 779 43,903 0.9 1,984 19,593 0.3

経常利益又は経常損失(△) 241,871 4.9 △822,961 △12.1

Ⅵ　特別利益

過年度メンテナンス費用戻入益 ※４ 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 ※４ 26,525 －

２．固定資産除却損 ※３ 527 －

３．設備改善費用 ※４ － 212,642

４．設備改善費用引当金繰入額 ※５ － 215,849

５．減損損失 ※６ － 53,703

６．投資有価証券評価損  － 27,052 0.5 6,999 489,194 7.2

税引前当期純利益又は税引前当期
純損失(△)

284,047 5.8 △1,312,156 △19.3

法人税、住民税及び事業税 281,033 9,000

法人税等調整額 △160,296 120,736 2.5 243,437 252,437 3.7

当期純利益又は当期純損失(△) 163,310 3.3 △1,564,594 △23.0

前期繰越損失 42,359 －

当期未処分利益又は当期未処理
損失(△)

120,951 －
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売上原価明細書

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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
（％）

Ⅰ　外注費 623,827 14.9 1,351,583 19.5

Ⅱ　労務費 143,934 3.4 110,764 1.6

Ⅲ　経費 ※２ 3,430,956 81.7 5,451,718 78.9

当期発生原価 4,198,718 100.0 6,914,067 100.0

他勘定振替高 ※３ 111,140 91,776

当期売上原価 4,087,577 6,822,290

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　原価計算の方法

　個別原価計算制度を採用しております。

１　原価計算の方法

同左

※２　経費の主な内訳 ※２　経費の主な内訳

燃料費 1,988,545千円

減価償却費 828,547千円

支払リース料 224,608千円

燃料費      2,544,824千円

減価償却費     1,130,008千円

支払リース料       613,078千円

※３　他勘定振替高の内訳 ※３　他勘定振替高の内訳

建設仮勘定 34,549千円

未収入金 76,590千円

 　　　

未収入金       91,776千円
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

　　利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年９月29日）

区分
注記
番号

金　額（千円）

Ⅰ 当期未処分利益 120,951

Ⅱ 次期繰越利益 120,951

株主資本等変動計算書

当事業年期（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株　主　資　本

純資産合計

資　本　金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成17年6月30日　残高 2,860,570 696,000 120,951 － 3,677,521 3,677,521

事業年度中の変動額

新株の発行

（新株予約権の行使）
2,609,930 2,500,000   5,109,930 5,109,930

当期純利益   △1,564,594  △1,564,594 △1,564,594

自己株式の取得    △2,272 △2,272 △2,272

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額）
     －

事業年度中の変動額合計 2,609,930 2,500,000 △1,564,594 △2,272 3,543,064 3,543,064

平成18年6月30日　残高 5,470,500 3,196,000 △1,443,642 △2,272 7,220,585 7,220,585
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重要な会計方針

項　目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 売買目的有価証券

　　  　　――――――――

(1) 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。

 (2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(3) 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

(3) その他有価証券

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(1) 貯蔵品

同左

３．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

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。

(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

です。

 建物及び構築物　５～31年

 機械装置　　　　５～15年

・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

です。

 　　　　　　　　４～15年

(2) 無形固定資産

定率法

　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

４．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1) 新株発行費

　　  　　――――――――

(2) 社債発行費

　　  　　――――――――

(2) 社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。
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項　目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

５．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、当事業年度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。

(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。

(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。

(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、

当事業年度より設備改善費用引当金を計

上しております。これにより、売上総損

失及び営業損失が、それぞれ189,266千

円、税引前当期純損失が405,115千円増

加しております。

－ 48 －



項　目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(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。

６．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

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年７月１日
　至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
　至　平成18年６月30日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損会計に係る会計基準

（「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、改正後の財務諸表等

規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度は、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。

────── （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準）

　当事業年度より、改正後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」（企業会計基準第１号　最終改

正平成17年12月27日）及び「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第2号　最終改正平成17年12月27日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度は、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。

────── （株主資本等変動計算書に関する会計基準） 

　当事業年度より、「株主資本等変動計算書に関する会計

基準」（企業会計基準第６号　平成17年12月27日）及び

「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第９号　平成17年12月27日）を適

用しております。 

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度は、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。

　表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日）

（貸借対照表） 

　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「未収入金」は、当期において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期末の「未収入金」は4,854千円でありま

す。 

 

 

－ 50 －



追加情報

前事業年度
（自　平成16年７月１日
　至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
　至　平成18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。

──────

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

機械及び装置 270,860千円 ① 子会社株式 　　450,000千円

　上記株式は、子会社㈱中袖クリーンパワーの長期借

入金の担保に供しております。

②  機械及び装置 　　254,340千円

　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。

　上記物件は、長期借入金153,750千円の担保に供し

ております。

③  売掛金 326,583千円

　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、一年内返済予

定長期未払金1,009,553千円、長期未払金9,142,180千

円です。

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．　　　　　　　──────

授権株式数　　　　普通株式 25,000株

発行済株式総数　　普通株式 8,216株

※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。

※３．当期において、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。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

3,550,202千円です。

※４．建設受入金は省エネルギー支援サービス事業用資産

のセール・アンド・割賦バック取引に基づく売却代金

の前受金額であります。

※４．　　　　　　　──────
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

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。

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。

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 ―

保証先 金額（千円） 内容

㈱岩国ウッドパワー 2,096,250 借入債務

㈱日田ウッドパワー 1,740,000 借入債務

㈱白河ウッドパワー 1,350,000 借入債務

洸陽電機株式会社 12,600 仕入債務

計 5,198,850 ―

　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。

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
（千円）

内容

㈱日田ウッドパワー 2,700,000 金利スワップ

㈱白河ウッドパワー 2,400,000 金利スワップ

㈱中袖クリーンパワー 4,587,000 金利スワップ

計 9,687,000 ―

　上記の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す。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は67％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は33％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は77％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は23％です。

　主要な費目及び金額は次のとおりです。

役員報酬 72,585千円

給料手当 282,127千円

法定福利費 35,830千円

旅費交通費 37,401千円

家賃 42,560千円

減価償却費 2,208千円

役員報酬 77,163千円

給料手当 282,024千円

旅費交通費 48,082千円

支払手数料 102,092千円

家賃 51,646千円

調査費 69,594千円

減価償却費 2,272千円

貸倒引当金繰入額 2,210千円

※２. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　　　関係会社よりの受取利息　　　　　　14,354千円

※２. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　　　関係会社よりの受取利息　　　    　52,852千円

※３．固定資産除却損は、建物399千円、工具器具及び備

品128千円であります。

※３．　　　　　　　──────

※４．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．　　　　　　　──────

※５．　　　　　　　────── ※５．設備改善費用

　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

等のうち、当事業年度に実際に発生した重大な故障

案件に対する金額を、特別損失の「設備改善費用」

として計上しております。
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※６．　　　　　　　────── ※６．設備改善費用引当金繰入額

　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については、当事業年度よ

り設備改善費用引当金として計上しておりますが、

このうち重大な故障案件に対する金額を、特別損失

の「設備改善費用引当金繰入額」として計上してお

ります。

※７．　　　　　　　────── ※７．減損損失

　当事業年度において、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
機械装置及び

運搬具

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。

　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。

（株主資本等変動計算書関係）

 当事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末 増　加 減　少 当事業年度末

 普通株式（株） － 6.89 － 6.89

 (注)　１．平成17年12月15日発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換により増加した自己株式の数

6.89株
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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）

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

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）

機械及び装置 1,157,651 73,323 1,084,327

合計 1,157,651 73,323 1,084,327

　（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。

同左

　(2）未経過リース料期末残高相当額 　(2）未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,583千円

１年超 31,944千円

合計 41,527千円

１年内 123,205千円

１年超 961,121千円

合計 1,084,327千円

　（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。

同左

　(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

支払リース料 6,388千円

減価償却費相当額 6,388千円

支払リース料 66,935千円

減価償却費相当額 66,935千円

　(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

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 160,227千円

　１年超 615,520千円

　　合計 775,748千円

　１年以内 204,979千円

　１年超 834,844千円

　　合計 1,039,824千円

 （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。

②　有価証券

第９期（平成17年６月30日）

　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。

第10期（平成18年６月30日）

　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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③　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

未払事業税 22,013千円

減価償却費 149,513

未払リース料 1,373

メンテナンス費用引当金 70,199

その他 337

繰延税金資産合計 243,437

流動資産　繰延税金資産

未払事業税 6,197千円

メンテナンス費用引当金 61,267

設備改善費用引当金 164,841

契約損失引当金 15,115

補助金収入 4,186

その他 881

流動資産　繰延税金資産計 252,490

固定資産　繰延税金資産

減価償却費 254,763

メンテナンス費用引当金 14,113

契約損失引当金 44,538

投資有価証券評価損 2,848

固定資産減損損失 21,851

税務上の繰越欠損金 185,019

その他 388

固定資産　繰延税金資産計 523,523

繰延税金資産の合計 776,014

評価性引当額 △776,014

繰延税金資産の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。

　法人税等の負担率がマイナスとなるため、記載を省

略しております。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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

１株当たり純資産額 115,902.10円

１株当たり当期純利益 △30,463.30円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま

しては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

 （追加情報）

　当事業年度より、改正後の「一株当たり当期純利益に関

する会計基準」（企業会計基準第２号　最終改正平成18年

１月31日）及び「一株当たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　最終改正平

成18年１月31日）を適用しております。これによる影響は

ありません。
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（注）算定上の基礎

　１．１株当たり純資産額

前事業年度末
（平成17年６月30日）

当事業年度末
（平成18年６月30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） － 7,220,585

普通株式に係る純資産額（千円） － 7,220,585

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資産額の算定

に用いられた普通株式に係る事業年度末の純資産額との差額の

主な内訳（千円）

　新株予約権 － －

普通株式の発行済株式数（株） － 62,305.89

普通株式の自己株式数（株） － 6.89

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数（株） － 62,299

　２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 163,310 1,564,594

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 163,310 1,564,594

普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円）

利益処分による役員賞与金 － －

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 6,862 51,359.97

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた当期

純利益調整額の主な内訳（千円）
－ －

 当期純利益調整額（千円） － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた普通

株式増加数の主な内訳（株）

新株引受権 343 －

新株予約権 600 －

普通株式増加数（株） 943 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

――――――― ―――――――
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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

　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

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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７．役員の異動
(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動（平成18年９月22日付予定）

　新任取締役候補

取締役　　島崎　知格（現　当社経営企画部長）
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