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平成 18 年 8 月 18 日 

各    位 

会社名     エネサーブ株式会社 

代表者名    代表取締役社長 深 尾 勲         

（コード番号 6519  東証第1 部・大証ﾍﾗｸﾚｽ市場） 

問合先  広 報 室 室 長 武 田 哲 夫   

（TEL        ０６－６２４１－５６８０ ） 

 

平成１９年３月期業績予想(非連結)の修正及び特別損失並びに特別利益の計上に

ついてのお知らせ 
 

この度、次の通り特別損失及び特別利益の計上を行う見込みとなりましたので、その概要を

お知らせするとともに、平成１８年５月１７日付「平成１８年３月期 決算短信(非連結)」にて、

公表いたしました、平成１９年３月期の業績予想を下記の通り修正いたします。 

 

記 

 

１. 特別損失並びに特別利益の発生及びその内容 

本日付のプレスリリース「A 重油を燃料としたオンサイト発電事業よりの撤退について」

に記載の通り、同事業よりの撤退に伴い次の通り、特別損失の計上を見込んでおります。 

 

 特別損失項目の見込額                      (単位:百万円) 

項目 見積金額 

当該事業撤退に伴う精算損失 150,000 

当該事業に伴う固定資産の減損損失 3,200 

当該事業に伴うたな卸資産の評価減 4,200 

その他事業撤退に伴う臨時損失 216 

合計 157,616 

   

   なお、これらの特別損失につきましては、貸借対照表、流動資産に計上しております、

商品スワップ(182,531 百万円)及び、商品キャツプ(13,882 百万円)取引について、その一部

を除き解約することにより、これに充当いたします。この商品スワップ及び商品キャップ

の解約により、特別利益に 185,000 百万円が計上されるものと試算しておりますが、特別

損失、特別利益のいずれの計上につきましても、相場環境等、不確定要素が大きく、これ

らの要因等により、業績予想に影響を与える場合は、別途お知らせいたします。 
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２. 平成１９年３月期業績予想の修正 

① 中間業績予想                                                (単位:百万円) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 28,894 211 △50 

今回修正予想(B) 19,687 △18,998 1,635 

増減額(B-A) △9,207 △19,209 1,685 

増減率(%) △31.9 ― ― 

(ご参考) 

前中間期(平成 17 年 9 月期)

実績 

 

 

38,853 

 

 

3,897 

 

 

2,133 

 

② 通期業績予想                                                (単位:百万円) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 57,420      5 6 3       △10 

今回修正予想(B) 32,777 △21,705 118 

増減額(B-A) △24,643 △22,268 128 

増減率(%) △42.9 ― ― 

(ご参考) 

前期(平成 18 年３月期)実績 

 

75,967 

 

4,889 

 

481 

 

３. 業績修正の理由 

① 売上高 

省エネ事業部の機器販売部門において、事業撤退に伴い、売上高がゼロとなること, 

(下記(注)御参照お願いいたします)及びそれに関連し、発電設備・レンタル、整備、

燃料部門においても、大幅に減少する見込みであります。なお、電力サービス事業部の

売上高については、この度の事業撤退による大きな影響はありません。各事業部門別の

売上高は次のとおりです。 

 

    (注)平成 19 年３月期第 1 四半期財務・業績の概要(非連結)において、省エネ事業部機器販

売部門 (自家用発電設備及びその他の機器販売)の売上高を合計 4,535 百万円計上しておりま

すが、この売上の計上につきましては、顧客との転リース契約の継続を条件としております

ので、当該事業撤退にともない、顧客との転リース契約についても、解約となる可能性があ

ります。よって、上記「平成１９年３月期業績予想の修正」欄の売上高及び経常利益の数値

については、取り消しを前提とした数値を記載しております。 
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事業部門別売上高見込(平成１９年３月期)             (単位:百万円) 

 修正計画(a) 期初計画(b) 対比(a)/(b) 

省エネ事業部    

自家用発電設備 ― 15,114 ― 

その他の機器販売 ―    721 ― 

発電設備レンタル ― 170 ― 

発電設備整備 5,663 7,708 73.5% 

発電設備燃料 19,014 25,607 74.3% 

小計 24,677 49,320 50.0% 

電力サービス事業部    

電力小売 5,000 5,000 100.0% 

セキュリティ 3,100 3,100 100.0% 

小計 8,100 8,100 100.0% 

合計 32,777 57,420 57.1% 

    (注)平成 19 年３月期第 1 四半期財務・業績の概要(非連結)において、省エネ事業 

部機器販売部門(自家用発電設備及びその他の機器販売)の売上高を合計 4,535 百万 

円計上しておりますが、この売上の計上につきましては、顧客との転リース契約の 

継続を条件としておりますので、当該事業撤退にともない、顧客との転リース契約に 

ついても、解約となる可能性があります。よって、上記「事業部門別売上高見込  

(平成 19 年３月期)」の省エネ事業部、自家用発電設備及びその他の機器販売の修正 

計画(a)の数値につきましては、取り消しを前提として「－」と記載しております。 

 

② 経常利益 

省エネ事業部において、売上高が大きく減少する見込みであります。また、発電設備

燃料において、商品スワップ、商品キャップの決済により、毎月発生する決済損益を売

上原価に加減算する方法をとっておりましたが、当該商品スワップ、商品キャップを解

約することにより、期初計画時に見込んでおりました、商品スワップ、商品キャップの

決済益の売上原価への計上(マイナス計上)が見込めなくなり、結果として、売上原価が

大幅に増加し、売上総利益及び経常利益についても、マイナスになる見込みであります。 

 

事業部門別売上総利益見込額                                   (単位:百万円) 

 修正計画(a) 期初計画(b) 対比(a)/(b) 

省エネ事業部 △18,282 4,180 ― 

 (内発電設備燃料) (△16,208) (△3,500) ― 

電力サービス事業部 1,066 1,066 100.0% 

合計 △17,216 5,246 ― 
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この結果、当期の経常利益を△21,705 百万円(期初見込額 563 百万円)と見込んでおりま

す。なお、この度の A 重油を燃料としたオンサイト発電事業よりの撤退により、発電設備

燃料の損失につきましては、来期以降発生しない見込みであります。 

 

③ 当期純利益 

当期純利益に付きましては、「１.特別損失の発生及び内容」欄に記載の通り、商品ス

ワップ及び商品キャツプの解約による特別利益の計上 185,000 百万円、撤退に伴う特

別損失の計上 157,616 百万円の計上を見込んでおり、この影響を大きく受けることにな

りますが、現時点において、今後の商品スワップ、商品キャップについて解約の進展状

況、相場環境及び、お客様との交渉の状況、税負担等の不確定要素が非常に多いため、

結果として大きく変動する可能性があります。よって、当期純利益の見込み数値につき

ましては、当社において、現時点での見積もり可能な項目により算定している数値であ

ります。 

 

４. 今後の見通し 

今後の事業展開といたしましては、再生可能燃料等によるオンサイト発電事業の推進、電

力小売事業、セキュリティ事業の更なる拡大に注力してまいるとともに、経営の合理化、経

費削減を一段と推し進め、早期の業績回復を目指してまいります。 

 

来期(平成２０年３月期)の見通しについて 

    来期(平成２０年３月期)につきましては、省エネ事業部において、A 重油を燃料に使用

する自家用発電設備の販売及び、発電設備レンタル、燃料の売上高がゼロとなる見込み

でありますが、当期より開始いたしましたエネルキー合理化ビジネスや、再生可能燃料

等を使用したオンサイト型自家発電設備の販売､整備等により年間 5,000 百万円の売上高

を見込んでおります。また、今後当社の主力事業となる、電力サービス事業部(電力小売

事業、セキュリティ事業)においては、新規顧客の開拓、24 時間連続監視システム(CMS)

の販売促進等に注力することにより年間 10,000 百万円の売上を見込んでおります。この

結果、来期(平成２０年３月期)の年間売上高は 15,000 百万円を見込んでおります。 

経費面においては、更なるコストダウン、経費の圧縮を推し進め、効率的な経営を行

うことにより、年間経常利益 520 百万円を見込んでおります。 

 

なお、来期の見通しにつきましては、当期(平成１９年３月期)業績見込みの達成状況及

び、今後の事業展開等により、変動する可能性があります。 

 

５. 電力サービス事業部の事業内容 

   今後、当社の主力事業となる電力サービス事業部の概要は下記の通りです。 

(1)電力小売事業 

 平成 16 年４月から中規模電力ユーザー(契約電力 500kWh 以上 2,000kWh 未満)に対す

る電力の小売が自由化されたことに伴い、託送方式での電気の販売を開始し、現在、全
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国に３箇所の自前の発電所(電力需給調整用の発電所)を有しております。電力小売事業の

特徴といたしまは、顧客の電力使用状況を事前に予測し、主として外部より調達した電

源を顧客に販売しており、顧客の電力使用状況の変動部分について、需給調整用電源で

ある、自前の発電所を稼動させることにより、当社にとってもっとも有利な電源構成を

実現し、より安価な電力をお客様に提供できる体制をとっております。 

 

 (2)セキュリティ事業 

 昭和 40 年の当社設立時より実施している事業であり、工場、ビル等の電力設備のメン

テナンス業務を中心に顧客の電気設備の保守管理を受託しております。全国に約 4,000

件のお客様を有し、電力設備の 24 時間自動監視システムにより、各顧客の電力使用実態

を連続的に把握し、お客様に提供することが可能であります。これらの情報を電力小売

事業、電力合理化・環境事業等に反映することにより事業拡大を図ってまいります。 

  

 

 


