
平成 18年 9 月 15 日

各 位

平成18年6月期決算短信（連結）の修正のお知らせ

平成18年8月15日に公表いたしました、平成18年6月期決算短信(連結)を、下記のとおり
修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．修正の内容

平成18年6月期決算短信(連結)において、当社子会社の一部に消費税等の会計処理に
誤りがあることが判明したため、これを修正いたしました。

２．修正理由

当社連結子会社である、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、株式会社白河ウッドパワー、株式会社日田ウッドパワー、株式会社袖ヶ
浦ウッドパワーにおいて、平成18年6月期に消費税免税事業者であったものを、消費税
課税事業者であるものと誤認いたしました。この処理を修正した結果、当社連結財務諸
表に影響があることが判明したため、決算短信(連結)を一部修正いたしました。

３．修正の影響
(連結)

項 目 修 正 前 修 正 後 差 異

売 上 高 6,953 6,970 +16

営業利益 △1,180 △1,182 -2

経常利益 △1,224 △1,226 -1

当期純利益 △2,029 △2,031 -1

総 資 産 30,179 30,176 -2

純 資 産 6,492 6,490 -1
(単位：百万円)

上場会社名 株式会社ファーストエスコ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 筒見 憲三

（コード番号：9514 東証マザーズ）
本社所在地 東京都中央区京橋二丁目９番２号
問合せ先 経営企画部長･管理部門統括 島崎 知格

（TEL.03-3538-5881）
ＵＲＬ http://www.fesco.co.jp/



４. 修正箇所

決算短信(連結)における修正箇所につきましては、下線を付記しております。

５. 今後の見通し

本件は、経理担当者の誤認に起因するものでありますが、組織として充分なチェック
機能が働いていなかったという点において、深く反省しております。内部統制が十全に
機能せずに、このような事態となったものであり、今後の体制整備に全力を傾注してま
いる所存であります。
なお本件処理に伴う、平成19年6月期当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上



 （修正後） (財)財務会計基準機構会員  
平成18年６月期 決算短信（連結） 平成18年８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 筒見　憲三

問合せ先責任者　役職名 経営企画部長 島崎　知格 ＴＥＬ　　03－3538－5980

決算取締役会開催日 平成18年８月15日

米国会計基準採用の有無 無

１．平成18年６月期の連結業績（平成17年７月１日～平成18年６月30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 ％

18年６月期 6,970 41.5 △1,182 － △1,226 －

17年６月期 4,927 95.4 241 773.6 203 981.0

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 △2,031 － △39,556 68 － － － － －

17年６月期 98 － 14,351 15 12,617 24 3.4 0.9 4.1

（注）①持分法投資損益 18年６月期 － 百万円 17年６月期 － 百万円

②期中平均株式数（連結） 18年６月期 51,359.97 株 17年６月期 6,862 株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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 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 30,176 6,490 21.5 104,044 22

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） 18年６月期 62,299 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

18年６月期 641 △10,687 9,604 3,476

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 10社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ４社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年６月期の連結業績予想（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 5,000 △110 △110

通期 12,000 240 240

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　3,852円38銭

※　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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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社10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。

 

市場取引型ＥＳＣＯ 

［電力ビジネス事業］ 
◆電力小売(PPS) 

◆電力・ガス取引 

◆RPS・排出権取引 

顧客指向型ＥＳＣＯ 

[省エネルギー支援サービス事業] 
◆ユーティリティ消費削減 

◆自家発電代行 

◆エネルギー・マネジメント 

環境再生型ＥＳＣＯ 

［グリーンエナジー事業］ 
◆新エネルギー発電 

◆廃棄物発電 

◆マテリアルリサイクル 

総合エネルギー・サービス 

 

　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月に株式会社岩国ウッドパワーが

営業を開始しました。平成18年10月に株式会社白河ウッドパワー、平成18年11月に株式会社日田ウッドパワーを順次営

業を開始するべく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、社会全体のエネルギーの効率

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

整が市場を介して行われることになりました。

　かかる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２月に営業を開始し、更なる事業開発を進め

ております。なお、当社は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の所

有、管理を行う会社として、平成16年５月20日に当社の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、平成18年１月に商業運転を開始しております。

　（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。なお、株式会社袖ヶ浦ウッドパワーは、平成18年６月30日に清算の

意思決定を行っております。

　（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用事業会社として、平成17年４月６日に

休眠状態だった当社の100％子会社を社名変更した連結子会社です。株式会社フェスコパワーステーション

滋賀は平成18年２月に営業を開始しております。

　（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。
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　（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、現在発電所を建設中です。

　（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。株式会社フェスコメンテナンスは、平成18年１月よ

り営業を開始しております。

　（注10）　日本森林燃料株式会社は、森林資源等を原料とした燃料の製造及び販売を行うために、平成18年４月27日に、

当社が51％を出資して設立した連結子会社です。なお、日本森林燃料株式会社は、営業を開始しておりませ

んので、記載を省略しております。
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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、当分の間旺盛な資金需要が続くことが見込まれます。

　株主の皆様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、株主の皆様のご期待に応えることであるとの認識の下、前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

　当社株式投資単価の引き下げについては、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又は記

録された株主の所有株式を、１株に対して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す。

(4) 中長期的な会社の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たる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及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、連結での経常利益及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、電源開発及び電力供給体制

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
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　前期には、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。

　省エネルギー支援サービス事業部門では順調に売上を伸ばしてまいりましたが、平成18年１月に発生いたしました

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により、同型式の設備については見直しを行い、同様な

故障が起きぬよう万全を期すこととしました。

　グリーンエナジー事業部門におきましては、平成18年１月より全国初の木質系バイオマスのみを燃料とした株式会

社岩国ウッドパワーの発電所を稼動させました。これに続いて平成18年10月からは福島県白河市(株式会社白河ウッ

ドパワー)において、また平成18年11月からは大分県日田市(株式会社日田ウッドパワー)の木質系バイオマス発電所

がそれぞれ運転を開始する予定です。

　電力ビジネス事業部においては、建設中でありました株式会社フェスコパワーステーション滋賀が平成18年２月よ

り営業を始めました。株式会社岩国ウッドパワーの稼動とあわせ関西地域における電力小売用電源を確保いたしまし

た。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を当社の100％子会社として設立し、平成18年10月

からの関東地域における電力小売事業の開始に向けて、電力小売用電源の建設を進めております。また、関東地域で

はミドル電源を確保すべく平成17年12月に100％子会社の株式会社中袖クリーンパワーを設立し平成19年10月の営業

開始を目指し建設を進めております。

　関西地域では、省エネルギー事業部門、グリーンエナジー事業部門及び電力ビジネス事業部門との総合エネルギー

サービスを提供することが可能となりました。平成18年10月以降の株式会社白河ウッドパワー及び株式会社フェスコ

パワーステーション群馬の稼動により関東地域でもサービスを提供する体制が整うことになります。企業戦略として

総合エネルギーサービス企業としての体制を整え安定的にサービスを提供することが、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。

　以上のとおり、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) 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

　当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

大が進んでおります。

　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、平成18年２月に株式会社フェスコパワーステーション滋賀が商業運転を開始しました。

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。

　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

改善費用引当金を計上することといたしました。同設備故障につきましては、現在復旧し正常に稼動しておりますが、

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いたしました。

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い

たしました。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す。　

（ｉ）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241百万

　　　円で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及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189百万円で売上原価として計上する。

　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全額を取崩すことといたしまし

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す。

　これらの結果、当連結会計期間の連結業績は、売上高6,970百万円、営業損失1,182百万円、経常損失1,226百万

円、当期純損失2,031百万円となりました。　
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(2) 財政状態

当連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当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、前期に引続きグリーンエナジー事業及

び電力ビジネス事業における発電所建設に係る設備投資を実施し、これらの資金需要を長期借入金、新株予約権付社

債の発行等により調達した結果、前連結会計年度と比べ441,717千円減少し3,476,602千円となりました。

　当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前期と比べ税金等調整前当期純利益が大幅なマイナス

となったものの減価償却費、メンテナンス費用引当金、設備改善費用引当金及び契約損失引当金等の非資金科目

の戻し入れと売上債権の減少、仕入債務の増加により165,579千円増加の641,239千円（前期比34.8％増）となりまし

た。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動により使用した資金は、前期と比べ7,080,474千円増加の10,687,152千円(前期比

196.3％増）となりました。これは主として、グリーンエナジー事業の株式会社岩国ウッドパワー、株式会社日田ウッ

ドパワー及び株式会社白河ウッドパワーの木質バイオマスを利用した発電所及び電力ビジネス事業におけるフェスコ

パワーステーション滋賀の発電設備の取得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動により得られた資金は、前期と比べ3,653,404千円増加の9,604,196千円(前期比

61.4％増）となりました。これは主として、長期借入金の借入と新株予約権付社債の発行による収入によるものです。

　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す。

平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期

自己資本比率（％） 20.0 15.5 21.5

時価ベースの自己資本比率（％） － 88.0 26.0

債務償還年数（年） 3.2 2.9 9.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.9 98.9 3.1

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：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。

※　当社は平成17年３月４日に東京証券取引所に上場したことから平成16年６月期、時価ベースの自己資本比率の

記載を省略しております。
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(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ＥＳＣＯ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、ＥＳＣＯ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。    

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事業のひとつのサービス・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、ＥＳＣＯ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目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
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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  福島県白河市 11,500kW  平成18年10月 4,228,000

①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。

②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）及び現在稼動中及び将来建設中するバイ

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
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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）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。

 

(4) 次期の見通し

　次期連結会計年度については、顧客企業における地球温暖化問題への対応強化、原油価格の高騰やそれに起因する

各種エネルギー価格の上昇、さらに省エネ法の施行などを受けて省エネルギー支援サービス業は、堅調に推移する見

通しです。

　また、本事業年度よりグリーンエナジー事業分野におきまして、木質系バイオマス発電の第一号機である岩国発電

所（山口県岩国市、事業主体は㈱岩国ウッドパワー）が、平成18年１月より商業運転を開始いたしました。平成18年

10月には白河ウッドパワーが、平成18年11月には日田ウッドパワーが商業運転を開始する予定です。

　同様に電力ビジネス事業分野におきましては、平成18年２月より㈱フェスコパワーステーション滋賀がサービスを

開始し、関西地区でのＰＰＳ事業への本格参入を始めました。平成18年11月には㈱フェスコパワーステーション群馬

がサービスを開始する予定であり、関東地区でもＰＰＳ事業への参入を行います。

　これらの稼動により、次連結会計年度において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20年６月期）以降になる予定です。　 

 

　以上により、次期の業績見通しといたしましては、連結業績は売上高12,000百万円 、経常利益240百万円、当期純

利益240百万円を見込んでおります。

　単体業績は売上高10,500百万円 、経常利益120百万円、当期純利益120百万円を見込んでおります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（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 ※１ 3,918,319 4,220,050

２．受取手形及び売掛金 ※１ 1,478,926 1,103,504

３．有価証券 － 99,531

４．たな卸資産 67,731 191,302

５．繰延税金資産 76,892 39,101

６．その他 558,089 335,159

　　貸倒引当金 － △800

流動資産合計 6,099,958 26.2 5,987,849 19.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ※３ 1,617,831 2,470,942

減価償却累計額 125,904 1,491,927 228,426 2,242,515

(2) 機械装置及び運搬具 ※1,3 13,492,107 16,370,839

減価償却累計額 1,260,466 12,231,640 2,370,125 14,000,713

(3) 工具、器具及び備品 ※３ 15,300 81,084

減価償却累計額 10,923 4,376 20,983 60,101

(4) 土地 684,982 687,825

(5) 建設仮勘定 1,944,406 6,284,927

有形固定資産合計 16,357,333 70.4 23,276,083 77.1

２．無形固定資産 ※３ 3,877 0.0 370,519 1.2

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 10,000 10,000

(2) 繰延税金資産 166,544 －

(3) 長期前払費用 － 378,027

(4) 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

(5) その他 605,944 154,028

　　貸倒引当金 － △1,410

投資その他の資産合計 782,489 3.4 542,127 1.9

固定資産合計 17,143,700 73.8 24,188,729 80.2

資産合計 23,243,659 100.0 30,176,579 100.0
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前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 833,775 726,595

２．未払金 ※１ 1,892,278 1,308,234

３．一年内返済予定長期借入金 ※１ 896,000 100,369

４．一年内支払予定長期未払金 ※１ 1,275,601 1,461,458

５．未払法人税等 266,960 104,841

６．建設受入金 ※４ 186,256 －

７．受入補助金 － 1,132,895

８．メンテナンス費用引当金 134,027 232,400

９．設備改善費用引当金 － 430,915

10．契約損失引当金 － 37,149

11．その他 429,119 85,698

流動負債合計 5,914,019 25.5 5,620,558 18.6

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 491,500 5,933,263

２．長期未払金 ※１ 12,836,430 11,656,981

３．メンテナンス費用引当金 38,478 72,359

４．契約損失引当金 － 109,458

５．その他 355,459 293,179

固定負債合計 13,721,868 59.0 18,065,241 59.9

負債合計 19,635,888 84.5 23,685,799 78.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 2,860,570 12.3 － －

Ⅱ　資本剰余金 696,000 3.0 － －

Ⅲ　利益剰余金 51,200 0.2 － －

資本合計 3,607,770 15.5 － －

負債・資本合計 23,243,659 100.0 － －
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前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 5,470,500 18.2

２．資本剰余金 － － 3,196,000 10.6

３．利益剰余金 － － △1,980,429 △6.6

４．自己株式 － － △2,272 △0.0

　　株主資本合計 － － 6,683,798 22.1

Ⅱ　評価・換算差額等

１．繰延ヘッジ損益 － △201,947 △0.7

Ⅲ　少数株主持分 － 8,929 0.0

純資産合計 － － 6,490,779 21.5

負債純資産合計 － － 30,176,579 100.0
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（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 6,970,696 100.0

Ⅱ　売上原価 4,087,577 82.9 7,118,999 102.1

売上総利益又は
売上総損失(△)

840,273 17.1 △148,303 △2.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 598,759 12.2 1,034,528 14.8

営業利益又は営業損失(△) 241,513 4.9 △1,182,832 △17.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 7 15

２．消費税等還付加算金 1,469 －

３．補助金収入 11,105 －

４．受入キャンセル料 － 14,984

５．割賦解約収入 － 3,622

６．その他 239 12,822 0.2 6,327 24,950 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 7,387 37,810

２．新株発行費 16,513 14,611

３．上場関連費用 21,751 －

４．社債発行費 － 8,506

５．その他 5,059 50,711 1.0 8,102 69,031 1.0

経常利益又は経常損失(△) 203,624 4.1 △1,226,912 △17.6

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．固定資産除却損 ※２ 25,633 －

３．設備改善費用 ※４ － 212,642

４．設備改善費用引当金繰入額 ※５ － 241,649

５．減損損失 ※６ － 53,703

６．投資有価証券評価損  － 52,158 1.0 6,999 514,994 7.4

税金等調整前当期純利益又は税金
等調整前当期純損失(△)

220,693 4.5 △1,741,907 △25.0

法人税、住民税及び事業税 282,513 86,256

法人税等調整額 △160,296 122,216 2.5 204,336 290,592 4.2

少数株主損失 － － 870 0.0

当期純利益又は
当期純損失(△)

98,477 2.0 △2,031,629 △29.1
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

　　連結剰余金計算書

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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 －

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．増資による新株の発行 696,000 696,000

Ⅲ　資本剰余金期末残高 696,000

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △47,276

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 98,477 98,477

Ⅲ　利益剰余金期末残高 51,200

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（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

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年６月30日　残高 2,860,570 696,000 51,200 － 3,607,770

連結会計年度中の変動額

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

当期純利益   △2,031,629  △2,031,629

自己株式の取得    △2,272 △2,272

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計 2,609,930 2,500,000 △2,031,629 △2,272 3,076,027

平成18年６月30日　残高 5,470,500 3,196,000 △1,980,429 △2,272 6,683,798

 評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計

繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

平成17年６月30日　残高 － － － 3,607,770

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使）    5,109,930

当期純利益    △2,031,629

自己株式の取得    △2,272

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△201,947 △201,947 8,929 △193,018

連結会計年度中の変動額合計 △201,947 △201,947 8,929 2,883,009

平成18年６月30日　残高 △201,947 △201,947 8,929 6,490,779
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失(△)

220,693 △1,741,907

減価償却費 830,755 1,228,456

減損損失 － 53,703

貸倒引当金の増加額 － 2,210

固定資産除却損 25,633 －

投資有価証券評価損 － 6,999

補助金収入 △11,105 －

メンテナンス費用引当金の増加額 172,505 132,253

設備改善費用引当金の増加額 － 430,915

契約損失引当金の増加額 － 146,607

受取利息及び受取配当金 △7 △15

支払利息 7,387 37,810

新株発行費 16,513 14,611

社債発行費 － 8,506

売上債権の減少額又は増加額(△) △969,625 375,421

たな卸資産の増加額 △56,891 △127,434

その他の資産の減少額又は増加額(△) △79,824 181,805

仕入債務の増加額 504,938 340,386

預り金の減少額 － △314,486

未収消費税等の減少額又は増加額(△) △88,176 331,608

未払消費税等の増加額 － 32,468

その他の負債の増加額又は減少額(△) △411 119,431

小計 572,384 1,259,351

利息及び配当金の受取額 7 15

利息の支払額 △4,807 △209,140

法人税等の支払額 △91,925 △408,986

営業活動によるキャッシュ・フロー 475,660 641,239
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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）

当連結会計年度
（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） 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 △5,300,503 △12,044,834

取得資産に係る国庫補助金の受入額 1,709,575 1,855,841

無形固定資産の取得による支出 △250 △381,674

投資有価証券の取得による支出 － △7,000

保証金の増加額 △15,500 △31,117

その他 － 21,631

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,606,678 △10,687,152

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 958,500 5,268,233

長期借入金の返済による支出 △61,160 △622,100

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

6,012,297 1,886,498

割賦債務の支払額 △2,217,302 △1,293,937

新株予約権付社債発行による収入 － 4,991,493

株式の発行による収入 1,258,456 109,930

少数株主からの払込による収入  9,800

自己株式の取得による支出 － △2,272

担保に供した預金の増減額 － △743,448

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,950,792 9,604,196

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(△) 2,819,773 △441,717

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,098,545 3,918,319

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,918,319 3,476,602
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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。

連結子会社の数　10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

日本森林燃料株式会社

　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、株式会社フェスコメンテナンス及

び日本森林燃料株式会社については、当

連結会計年度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

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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。

同左

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

　　  　　――――――――

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

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

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
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項　目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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。

イ　有形固定資産

省エネルギー支援サービス事業用の固

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

 

その他の事業用の固定資産

　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

です。

 建物及び構築物　８～50年

 機械装置　　　　　　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

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

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

　　  　　―――――――― 　　社債発行費

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

(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、当連結会計年度における計

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。
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項　目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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。

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。

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、

当連結会計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、税金等調整前当期純損失

が430,915千円増加しております。
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項　目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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。

(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

(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程に

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。

イ　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

ただし、免税業者である一部の連結子会

社は、税込方式によっております。

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。

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58,048千円で

す。

　　  　　――――――――

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左
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項　目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

　　  　　――――――――

７．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

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

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（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）

　当連結会計年度より、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。

これにより税金等調整前当期純損失は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、改正後の連結財務諸

表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）

　当連結会計年度より、「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。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度は、改

正後の連結財務諸表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）

　当連結会計年度より、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。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度は、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
　至　平成18年６月30日）

（連結貸借対照表）

　「未払金」は前連結会計年度まで、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度にお

いて、負債及び資本の合計額の100分の１を超えたため区

分掲記しました。

　なお、前連結会計年度末の「未払金」は74,983千円であ

ります。

　

　

 

 

 

 

　

（連結損益計算書）

 　　　　　　　　　──────

 

 

 

 

　

(連結キャッシュ・フロー計算書)

　　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

（連結貸借対照表）

　「長期前払費用」は前連結会計年度まで、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度において、資産合計の100分の１を超えたため区

分掲記しました。

　なお、前連結会計年度末の「長期前払費用」は194,306

千円です。

　

　前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含め

ていた「受入補助金」は、当連結会計年度において金額の

重要性が増したため区分掲記いたしました。

　なお、前連結会計年度末の「受入補助金」は、362,231

千円です。

　

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、Ⅳ 営業外収益に表示してお

りました「消費税等還付加算金」は、金額の重要性が減っ

たため当連結会計年度より、Ⅳ 営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度の「消費税等還付加算金」は、

1,782千円です。

　

(連結キャッシュ・フロー計算書)

　前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他の負債の増加額又は減少額(△)」に含め

ていた「預り金の増加額又は減少額(△)」は、当連結会計

年度において金額の重要性が増したため区分掲記いたしま

した。

　なお、前連結会計年度の「預り金の増加額又は減少額

(△)」は、1,549千円です。

　

追加情報

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）

当連結会計年度
（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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（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

現金及び預金 131,370千円

機械装置及び運搬具 270,860千円

①  現金及び預金 743,448千円

  機械装置及び運搬具 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。

　この他に連結上相殺されている関係会社株式（帳簿

価額3,390,000千円）を担保に供しております。

　上記物件及び関係会社株式は、一年内返済予定長期

借入金90,000千円、長期借入金5,902,500千円及び金

利スワップ取引の担保に供しております。

②  売掛金 599,230千円

　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109,262千円、一年内支払

予定長期未払金1,211,449千円、長期未払金8,691,642

千円です。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式8,216株であり

ます。

※２．　　　　　　　──────

※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。

※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110,070千円、機械装置及び運搬

具628,801千円、工具・器具及び備品1,312千円、電気

施設利用権27,935千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、有形固定資産及び無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267,652千円、機械装置及び運搬具4,157,152千円、

工具・器具及び備品1,312千円、電気施設利用権27,935

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．　　　　　　　──────

５．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。

５．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

コミットメントの総額 14,037,800千円

借入実行残高 3,720,000千円

差引額 10,317,800千円

　６．　　　　　　　────── 　６．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 12,600千円  仕入債務
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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

次のとおりです。

役員報酬 72,585千円

給料手当 282,127千円

給料手当 351,766千円

支払手数料 106,740千円

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２．　　　　　　　──────

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．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。

※３．　　　　　　　──────

※４．　　　　　　　────── ※４．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、当連結会計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。

※５．　　　　　　　────── ※５．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、当連結会計年

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。
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ※６．減損損失

　当連結会計年度において、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。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前連結会計年度末 増　加 減　少 当連結会計年度末

 発行済株式     

 普通株式（株） 8,126 54,089.89 － 62,305.89

 自己株式     

 普通株式（株） － 6.89 － 6.89

 (注)　１．平成17年11月21日付で実施した株式分割（１株を５株に分割）により増加した株式の数

32,864株

 ２．当期におけるストックオプション（新株引受権および新株予約権）の権利行使により増加した株式の数は以下

の通りです。

区　　分 増加した株式の数

 平成12年６月26日開催の第３回定時株主総会決議による新株引受権  321株

 平成13年６月25日開催の第４回定時株主総会決議による新株引受権  140株

 平成14年６月24日開催の第５回定時株主総会決議による新株引受権  155株

 平成15年６月12日開催の第６回定時株主総会決議による新株引受権  600株

 平成16年２月19日開催の臨時株主総会決議による新株引受権  280株

 合　　計 1,496株

 ３．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株式の数

19,729.89株

 ４．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

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　該当事項はありません。

 

 ３．配当に関する事項

 　　　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※　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６月30日現在）

１　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18年６月30日現在）

（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

（千円）

現金及び預金勘定 4,220,050

担保に供している預金 743,448

現金及び現金同等物 3,476,602

 

２　重要な非資金取引の内容

（千円）

新株予約権の行使による

資本金増加額
2,500,000

新株予約権の行使による

資本準備金増加額
2,500,000

 合計 5,000,000
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①　リース取引

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）

当連結会計年度
（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）

機械装置及び
運搬具

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）

機械装置及び
運搬具

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 212,519千円

　１年超 835,391千円

　　合計 1,047,910千円

 （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。
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②　有価証券

　１．売買目的有価証券

前連結会計年度（平成17年６月30日） 当連結会計年度（平成18年６月30日）

連結貸借対照表計上額
（千円）

当連結会計年度の損益に含ま
れた評価差額（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

当連結会計年度の損益に含ま
れた評価差額（千円）

－ － 99,531 －

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６月30日）

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（店頭売買株式を除く） 10,000 10,000

③　デリバティブ取引

　　　　　１. 取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（1） 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。

（1） 取引の内容

同左

（2） 取引に対する取組方針

　　　　デリバティブ取引は、金利の変動によるリスク回

避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

（2） 取引に対する取組方針

同左

（3） 取引の利用目的

　　　　デリバティブ取引は、金融機関からの借入につい

て金利の変動によるリスクを回避する目的で利用し

ております。

　　　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

　　　ヘッジ会計の方針

　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

　　　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

　　　ヘッジ方針

　　　　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、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取引を利用しており、投機目的

の取引は行っておりません。

　　　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　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。

（3） 取引の利用目的

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（4） 取引に係るリスクの内容

　　　　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク

を有しております。

　　　　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限

定しているため信用リスクはほとんどないと認識し

ております。

（4） 取引に係るリスクの内容

同左

（5） 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、当

該取引担当部門・管理部門が決裁責任者の承認を得

て行っております。

（5） 取引に係るリスク管理体制

同左

　　　　２. 取引の時価等に関する事項

　　　　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）

　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。

　　　　当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18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。

④　退職給付

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）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。
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⑤　税効果会計

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）

当連結会計年度
（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

税務上の繰越欠損金 26,567千円

未払事業税 22,881

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 270,872

評価性引当額 △27,435

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 15,468千円

メンテナンス費用引当金 96,614

設備改善費用引当金 174,106

契約損失引当金 15,115

補助金収入 4,186

未払費用 12,361

その他 1,311

流動資産　繰延税金資産計 319,164

  

固定資産　繰延税金資産

減価償却費 254,703

メンテナンス費用引当金 26,039

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

繰延ヘッジ損失 82,172

税務上の繰越欠損金 318,263

その他 388

固定資産　繰延税金資産計 750,805

繰延税金資産の合計 1,069,970

評価性引当額 △1,030,869

繰延税金資産の純額 39,101

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 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目

0.4％

住民税均等割等 2.7％

評価性引当額の増減 11.7％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 55.4％

 

　当連結会計年度については、税金等調整前当期純損

失を計上しているため記載を省略しております。
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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 4,911,388 166,356 － 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 581,486 △63,141 △30,017 488,327 (246,814) 241,513

資産 15,740,390 3,212,376 120,919 19,073,686 4,169,972 23,243,659

減価償却費 829,695 441 147 830,284 471 830,755

資本的支出 7,499,393 2,057,230 477 9,557,101 1,778 9,558,879

　（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．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。

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、4,169,972千円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現金及び投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18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 6,027,440 183,184 760,071 6,970,696 － 6,970,696

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 152,847 72,916 225,764 (225,764) －

計 6,027,440 336,031 832,988 7,196,460 (225,764) 6,970,696

営業費用 6,395,619 609,546 964,165 7,969,331 184,197 8,153,528

営業利益又は営業損失（△） △368,178 △273,514 △131,177 △772,870 409,961 △1,182,832

資産 13,211,231 11,005,970 3,095,682 27,312,885 2,863,694 30,176,579

減価償却費 1,124,558 76,604 26,671 1,227,835 621 1,228,456

減損損失 53,703 － － 53,703 － 53,703

資本的支出 297,659 7,168,018 1,847,367 9,313,045 775 9,313,820

　（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．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。

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184,197千円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係わる費用です。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、2,863,694千円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現金及び投資有価証券）及び管理部門に係る資産等です。

ｂ．所在地別セグメント情報

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。

当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18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。

当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18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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⑦　関連当事者との取引

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）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（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 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

１株当たり純資産額   104,044.22円

１株当たり当期純利益  △39,556.68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。

 　

 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。

前連結会計年度

１株当たり純資産額   87,823.04円

１株当たり当期純利益  2,870.23円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  2,523.44円

前連結会計年度

１株当たり純資産額   87,823.04円

１株当たり当期純利益  2,870.23円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  2,523.44円

 （追加情報）

　当連結会計年度より、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。これにより前

連結会計年度と同様の方法によった場合と比べ、当連結会

計年度の１株当たり純資産額は、3,241円59銭減少してお

ります。
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（注）算定上の基礎

　１．１株当たり純資産額

前連結会計年度末
（平成17年６月30日）

当連結会計年度末
（平成18年６月30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） － 6,490,779

普通株式に係る純資産額（千円） － 6,481,850

連結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連結会計年度末の純資産額と

の差額の主な内訳（千円）

　新株予約権 － －

　少数株主持分 － 8,929

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

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 98,477 △2,031,629

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 98,477 △2,031,629

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

――――――― 旧商法第280条ノ19第１項

の規定による新株引受権、

旧商法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

目的となる株式の種類及び

数 普通株式 ; 3,214株)
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（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％

－ 38 －



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

　当連結会計年度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、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

省エネルギー支援サービス事業 （千円） 6,027,440

グリーンエナジー事業 （千円） 183,184

電力ビジネス事業 （千円） 760,071

合計 （千円） 6,970,696

　（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．当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

です。

相手先 金額（千円） 割合（％）

株式会社ブリヂストン 1,155,309 16.6

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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