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平成 19 年 3 月期   中間決算短信（非連結）          平成 18年 11 月 24 日 

上 場 会 社 名         エネサーブ株式会社           上場取引所 東京証券取引所・ヘラクレス 
コ ー ド 番 号           6519                                   本社所在都道府県 大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.eneserve.co.jp/  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 深尾 勲 
問合せ先責任者 役職名 財務部長     氏名 西澤 稔   ＴＥＬ ( 06 ) 6241 － 5670 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 24日             
単元株制度採用の有無  有(１単元 100 株)   
 
 
19 年 3 月中間期の業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 
(1)経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

21,461   (△44.8) 
38,853     (10.9) 

△14,868   ( － ) 
3,163   (△36.0) 

△14,631   ( － ) 
3,897   (△27.1) 

18 年 3 月期 75,967      (11.1) 3,858   (△57.6) 4,889   (△50.3) 
 
 中間(当期)純利益 １株当たり 

中間(当期)純利益 
潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益 
 百万円   ％       円    銭       円    銭 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

△11,348   ( － ) 
2,133   (△31.0) 

  △414      44  
77      92 

―   ― 
―   ― 

18 年 3 月期 481   (△91.5) 17      58 ―   ― 
 (注)①持分法投資損益 18 年 9 月中間期   ― 百万円 17 年 9 月中間期  ― 百万円 18 年 3 月期  ― 百万円 
     ②期中平均株式数 18 年9 月中間期 27,383,332 株  17 年9 月中間期  27,385,709 株 18 年 3 月期 27,385,012 株 
     ③会計処理の方法の変更   有 ・ ○無  
     ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
 (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 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

132,126 
250,832 

18,949 
33,283 

14.3 
13.3 

692     04 
1,215     40 

18 年 3 月期 267,948 31,051 11.6 1,133     92 
(注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 27,382,847 株 17 年 9 月中間期 27,385,052 株 18 年 3 月期 27,383,902 株 
    ②期末自己株式数   18 年 9 月中間期    17,903 株 17 年 9 月中間期    15,698 株 18 年 3 月期   16,848 株 
 
(3)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 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

80,393 
3,652 

△389 
△467 

△2,540 
△1,299 

93,679 
22,439 

18 年 3 月期 △1,190 △459 △2,687 16,215 
 
２．19 年 3月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1日～平成 19 年 3 月 31 日） 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期 31,095 △22,404 △6,048 
 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   △220円   88銭 
３．配当状況  
・現金配当 1 株当たり配当金（円）  

 中間期末 期末 年間 

18年 3月期 25.00 25.00 50.00 

19年 3月期（実績） ― ―  

19年 3月期（予想） ― ― ― 
 
 
 

 

 

 
 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな
る可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、
添付資料の６ﾍﾟｰｼﾞの(8)を参照してください。 
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１．企業集団の状況 
 該当事項はありません。 

 
 

２．経営方針 
(1) 経営の基本方針 

当社は、昭和４０年１２月の会社設立以来、電気設備に関するメンテナンス業務の先駆者として、電
力需要家の電気設備の安全保障、電力負荷平準化によるエネルギーコストの低減と環境保全を事業目的
とし、産業社会を中心に総合エネルギーサービス業を指向してまいりました。 
電気設備の安全保障につきましては、２４時間遠隔監視システム（ＣＭＳ）により設備に不調が生じ

る予兆を的確に把握し、「顧客の電気設備が健康かどうか」を常時診断することによって、電気事故の
未然防止に貢献しています。そしてまた、そこから得られる膨大なデータベースにより、電力利用の合
理化提案を行っています。 
また、エネルギーコストの低減につきましては、電力需要家の電気料金削減並びにＣＯ２抑制のニー

ズに応えつつ、産業界における余剰エネルギー及び廃熱を利用したエネルギー回収機器の用途開発をす
すめており、地球環境問題に対応したエネルギーの有効利用を目指しています。 
さらに、電力の自由化によって、電力小売の対象範囲も拡大され、これに対応すべく電力小売事業へ

進出をいたしました。今後、この電力小売事業を発展させ、業容拡大を推し進めてまいります。 
しかしながら、本年８月に発表しておりますとおり、原油価格の高騰、高止まりにより、発電装置の

燃料であるＡ重油の調達が困難になる等、経営環境が著しく悪化しました。このため、今後の経営方向
性、当該事業存続の意義等、様々な角度から検討を重ねた結果、Ａ重油を燃料としたオンサイト発電事
業の継続が困難と判断し、誠に苦渋の選択ではございますが、弊社は、Ａ重油を燃料としたオンサイト
発電事業から撤退することと致しました。撤退後は、抜本的な固定費の削減を行うとともに、電力小売
事業拡大のさらなるスピードアップ、セキュリティ事業の新商品販売による事業拡大を収益基盤としな
がら、バイオマス燃料を使用したオンサイト発電システムによる省エネ事業やガス・バイオマス燃料へ
のエネルギー転換等、エネルギー合理化・環境保全ビジネスを進めて参ります。また、リチウムイオン
電池等の新エネルギー開発にも重点を置き、抜本的な収益構造の転換を図って参ります。 
これらの経営方針を踏まえて、株主重視の基本姿勢を堅持しつつ、企業価値の極大化を目指してまい

ります。 
今後も、『企業の心臓を守る電力のドクター』として、電気設備の安全保障とエネルギーコスト低減

化の両面を経営の基本方針とし、環境保全の発想の上に立ち、提案型の総合エネルギーサービス業とし
て社会に幅広く貢献してまいります。 
 

(2) 利益配分に関する基本方針 
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しております。 
基本方針といたしましては、株主資本の効率的運用を図り、ＲＯＥ（株主資本利益率）を向上させる

中で、常に業績に裏づけされた利益配分を行う方針であります。 
内部留保につきましては、利益配分とのバランスを考慮し、将来のための新規事業、研究開発活動、

生産設備合理化等、経営体質強化のための投資に充当する予定であります。具体的には、電力小売事業
拡大のための設備投資、リチウムイオン電池等の新エネルギーについての研究開発など、将来の事業展
開を見据えた積極的投資に充当してまいります。 
当期(平成１９年３月期)の業績につきましては、原油価格高騰の影響を受け、主力事業であるＡ重油

を燃料としたオンサイト発電事業からの撤退を決断したこともあり、経営環境は極めて厳しい状況で推
移するものと考えております。よって、売上高、経常利益、当期純利益とも平成１８年３月期の実績を
大幅に下回る見込みであり、誠に遺憾ながら無配当とさせていただく予定でございます。 

 
(3) 目標とする経営指標 

企業経営上、売上高を増加させることは当然でありますが、コストの削減、業務の効率化を進めるこ
とによって、今後さらに付加価値の高い製・商品の開発、及びサービスの向上を進める所存であります。
その結果、目標とする経営指標は、ＲＯＥ（株主資本利益率）、ＲＯＳ（売上高経常利益率）、ＲＯＡ（総
資本経常利益率）を重視し、収益の拡大と資産の増大のバランスのとれた経営を指向してまいります。 
今後とも、株主の皆様のご期待に応えられるよう、株主資本の効率運用に心がけ、これらの指標を高

める努力を続けてまいります。 
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(4) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 
当社は、主力事業である、Ａ重油を燃料としたオンサイト発電事業からの撤退（平成 18 年 8 月 18 日

公表）により、今期の業績が大幅な収益赤字、来期（平成 20 年 3 月期）につきましても大幅に売上高
が減少する見通しであり、非常に厳しい収益環境が続くものと考えております。 

 
     (1) 既存事業の強化 

今後の主力事業であるセキュリティ事業（電力設備等のメンテナンス）と電力小売事業の営業強
化に注力してまいります。特に創業事業であるセキュリティ事業においては、新型遠隔監視システ
ム（ＣＭＳ）導入の推進と保安管理業務の拡大を中心に受注・販売の強化を図ってまいります。 
また、電力小売事業につきましては、３ヶ所の小規模発電所合計約２万７千 kW の一部をバイオ

マス発電所化し、ＲＰＳ法（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）へ対応
しつつ販売電力への付加価値を高め、よりコスト優位で環境にやさしい事業運営を行い、今以上に
多くのお客様に安価な電力供給が行えるよう、電力小売事業の拡大を図ってまいります。 

 
(2) 新規事業の推進 

今後の新規事業として、瞬間停電や瞬間電圧低下による生産工程への被害対策用機器の販売や 
バイオマス燃料１００％のオンサイト発電事業を検討しております。また、蓄電効率が高く、放充
電サイクルに強いリチウムイオン電池を用いて深夜電力を蓄電（深夜負荷造成）し、昼間時間帯に
放電（電力放出）するシステムを開発中であります。 

   
(3) 事業経費の大幅な削減 

本社(大阪市中央区)の大津エネルギーセンター内への移転と事業所、営業所を統廃合することに
より、業務スピードの効率を改善し、合わせて本社関連経費と事業所関連経費を大幅に削減いたし
ます。今後の新体制での事業規模に見合った適正な人員構成とし、人件費の大幅な圧縮を行うため
に、役員報酬の更なる削減、希望退職者の募集、賃金体系の見直し等を実施いたします。 

 
(5) 親会社等に関する事項 
  該当事項はありません。 

 
 

３．経営成績及び財政状態 
(1) 当上半期の経営成績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18年 9 月 30 日） 

当上半期におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資が増加し、個人消費につきまして
も、緩やかに増加する等、景気は回復基調で推移いたしましたが、一部の企業において、原油をはじめ
原材料価格の高騰により、大きな影響を受けました。このような状況のもと、当社を取り巻く環境は非
常に厳しく、発電装置の燃料である A重油の調達自体が困難になったこと等により、A重油を燃料とし
たオンサイト発電事業よりの撤退を余儀なくされました。 
この事業撤退による影響を大きく受けた結果、当上半期の売上高は前年同期比44.8%減の 214 億 61百

万円となりました。これを事業部門別に申し上げますと、省エネ事業部の発電設備整備部門は、前年同
期比 11.7%減の 37 億 68 百万円、発電設備燃料部門は、前年同期比 0.4%増の 142 億 85百万円、発電設
備レンタル部門は、前年同期比 70.6%減の 26百万円となりました。なお、事業撤退に伴い、省エネ事業
部、機器販売部門における自家用発電装置等の売上高の計上はございません。また、電力サービス事業
部につきましては、電力小売部門の売上高が前年同期比159.0%増の 20 億 93百万円となり、セキュリテ
ィ部門は、前年同期比1.2%減の 12 億 87 百万円となりました。 
一方、利益の面におきましては、前年同期に比べて、売上高が大幅に減少すること及び事業撤退に伴

い、発電設備の燃料であるＡ重油販売取引のヘッジ手段であった商品デリバティブを解約したため、そ
の後のＡ重油販売取引において大幅な損失が生じていること等により、営業利益は△148億 68百万円(前
年同期は 31 億 63百万円の利益)、経常利益は△146 億 31 百万円(前年同期は 38 億 97 百万円の利益)と
なりました。当上半期において、事業撤退等に伴う特別利益を 1,925億 54百万円、特別損失を 1,673
億 14 百万円計上致しましたが、税負担の増加により、中間純利益は△113億 48百万円(前年同期は 21
億 33 百万円の利益)となりました。 
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 (2) キャッシュ・フローの概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。)は、936億 79百万円(前年同期

比 317.5%増)となりました。なお、各区分の状況はつぎのとおりであります。 
 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 
当中間会計期間において、営業活動により得られた資金は 803億 93百万円(前年同期比2,100.8%増)

となりました。 
資金の増加要因といたしましては、事業撤退に伴う収支について、当中間会計期間末時点では、デリ

バティブ解約による収入 1,911億 6 百万円が、すでに支払済みのリース解約損、契約解除和解金等の事
業撤退に係る支出 837 億 53百万円を大幅に上回ったことによります。この事業撤退に伴う支出の未払
分については、当期の下半期にかけて、順次支払いがなされることになります。また、事業撤退に伴う
資産整理により計上しております、たな卸資産評価損 64 億 54 百万円及び減損損失44 億 90百万円や売
上債権の減少額114 億 39 百万円(前年同期は 52億 18百万円の増加)、未収入金の減少額 45 億 19 百万
円(前年同期は 15億 1 百万円の増加)等の影響を受けております。 
資金の減少要因といたしましては、デリバティブ取引の解約に伴い発生いたしました、預かり保証金

の減少額120億円(前年同期は 38億円の増加)、仕入債務の減少額 76億 33百万円(前年同期は 61 億 26
百万円の増加)等によります。  
 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は 3億 89百万円(前年同期は 4億 67百万円の

資金の使用)となりました。 
資金の減少要因といたしましては、有形固定資産の取得による支出 3億 16百万円等があります。 

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
当中間会計期間において、財務活動の結果使用した資金は 25 億 40百万円(前年同期は 12 億 99 百万円

の資金の使用)となりました。 
資金の減少要因といたしましては、短期借入金の返済による支出額が前年同期に比べ 14 億 60 百万円

増加し、41 億 60 百万円となったことによります。 
 
(3) 事業部別売上高                  

                                     （単位：百万円） 

事業部名 売上高 構成比(％) 前年同期比(％) 

省エネ事業部    

 自家用発電設備   ―    ― ― 

 その他の機器販売 ―         ― ― 

 発電設備燃料 14,285       66.6% 100.4% 

 発電設備整備 3,768     17.6% 88.3% 

 発電設備レンタル      26   0.1% 29.4% 

計 18,080    84.3% 49.2% 

電力サービス事業部    

 電力小売 2,093     9.7% 259.0% 

 セキュリティ 1,287     6.0% 98.8% 

計 3,380    15.7% 160.1% 

合  計  21,461    100% 55.2% 

（注）１. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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 (4) 事業部別業績  
   ① 当中間期における事業部別の内訳                     （単位：百万円） 
 省エネ事業部 電力サービス事業部 

 機器販売 燃料・整備等 電力小売 セキュリティ 
合計 

売 上 高 ― 18,080 2,093 1,287 21,461 

売 上 原 価 ― 30,801 2,183 1,028 34,013 

売 上 総 利 益 ― △12,721 △90 258 △12,552 

売上総利益率 ― △70.4% △4.3% 20.1% △58.5% 

 
（参照１) 当中間期における発電設備燃料を除くベースの内訳                        （単位：百万円） 
 当中間期 前年同期 増加額 対比 

売 上 高 7,176 24,630 △17,454 29.1% 

売 上 原 価 7,400 15,031 △7,631 49.2% 

売 上 総 利 益 △224 9,598 △9,823 ― 

売 上 総 利 益 率 △3.1% 39.0% △42.1% ― 

 
（参照２) 省エネ事業部整備・燃料等の内訳               （単位：百万円） 
 燃料部門 整備・レンタル 合計 

売 上 高 14,285 3,795 18,080 

売 上 原 価 26,613 4,188 30,801 

売 上 総 利 益 △12,327 △393 △12,721 

売 上 総 利 益 率 △86.3% △10.4% △70.4% 

 
 
(5) 受注高・受注残高・生産実績(省エネ事業部)                  （単位：百万円） 

事業部名 受注高 受注残高 生産実績 

平成18年９月期 ― (―) ― (―) ― (―) 

平成17年９月期 15,141 (77.4％) 18,005 (97.4％) 8,949 (77.6％) 

平成18年３月期 25,424 (63.8％) 12,190 (56.4％) 17,127 (83.1％) 

（注）１．パーセント表示は対前年同期比 
        ２．「Ａ重油を燃料としたオンサイト発電事業によりの撤退」により、当期第一四半期に計上 

しておりました、受注高・受注残高については、取り消しとなりました。 
 
 
(6) 有利子負債の状況                              （単位：百万円） 

 金 額 構成比(％) 前年同期比(％) 

短期借入金 3,770 73.9 70.7 

１年内返済予定長期借入金 580 11.4 65.0 

１年内返済予定長期未払金 1 0.0 108.3 

長期借入金 748 14.7 56.3 

長期未払金 1 0.0 42.8 

合計 5,101 100.0 66.6 
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 (7) キャッシュ・フロー指標 
 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

自己資本比率 23.1% 13.3% 14.3% 

時価ベースの自己資本比率 77.6% 29.5% 12.6% 

債務償還年数 1.7年 2.1年 0.1年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 47.7倍 38.8倍 1,075.0倍 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
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 

 
１． 株式時価総数は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
２． 営業キャッシュ･フローはキャッシュ･フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フローを使用しており

ます。有利子負債は、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。利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
 
(8) 通期の見通し(第 42 期(平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日)) 

通期の見込みについては、次の通りです。 
(1) 売上高 

オンサイト発電事業の撤退に伴い、省エネ事業部、発電設備整備の売り上げが減少すると見込ん
でおり、電力サービス事業部の電力小売、セキュリティにつきましても、新体制への移行が遅れて
いることによる新規受注の獲得見込みが減少すること等の影響をうけ、通期の売上高は 31,095百
万円と見込んでおります。 

 
事業部別売上高予想                            （単位：百万円） 

事業部名 上期実績 下期予想 通期予想 構成比(％) 前期比(％) 

省エネ事業部      
自家用発電設備 ― ― ― ― ― 
その他の機器販売 ― ― ― ― ― 
発電設備レンタル 26 50 76 0.2 113.2 
発電設備整備 3,768 760 4,528 14.6 53.1 

 

発電設備燃料 14,285 5,374 19,659 63.2 69.0 
計 18,080 6,184 24,264 78.0 34.0 

電力サービス事業部      
電力小売 2,093 1,950 4,043 13.0 204.8 

 
セキュリティ 1,287 1,500 2,787 9.0 102.3 

計 3,380 3,450 6,830 22.0 145.4 
合  計 21,461 9,634 31,095 100.0 40.9 

 
(2) 経常利益 

売上見込みの減少に伴う減少のほか、燃料部門の損失 43億円の計上等により通期の経常利益は
△22,404 百万円と見込んでおります。(平成 18年 11 月 15日付プレスリリースをご参照ください。) 
 
これらの結果、平成 19 年 3月期につきましては、売上高 31,095百万円(前期同期比40.9%減)、

営業利益△22,281百万円(前年同期は 3,858 百万円の利益)、経常利益△22,404百万円(前年同期は
4,889百万円の利益)、当期純利益は△6,048 百万円(前年同期は 481 百万円の利益)となる見込みで
あります。   



 - 7 - 

【中間財務諸表等】 
(1）【中間財務諸表】 
①【中間貸借対照表】 

    前中間会計期間末 
（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 
（平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成 18 年３月 31 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 ※2 24,399,525     95,691,784     18,202,932     

２．受取手形  ※7 6,821,154     3,271,929     6,619,990     

３．売掛金   17,729,363     9,482,440     17,576,658     

４．たな卸資産   5,915,935     387,070     6,431,342     

５．前渡金   744,165     1,575,132     878,941     

６．未収入金   4,217,140     1,049,416     5,512,378     

７．商品スワップ   158,386,178     3,563,636     178,786,058     

８．商品キャップ   13,524,840     －     13,979,170     

９．繰延ヘッジ損失   －     －     2,018     

10．繰延税金資産   578,615     －     1,840,097     

11．未収消費税  ※5 －     6,406,945     －     

12．その他   374,389     247,571     210,350     

13．貸倒引当金   △69,047     △236,369     △72,680     

流動資産合計     232,622,259 92.7   121,439,559 91.9   249,967,258 93.3 

Ⅱ 固定資産                     

(1）有形固定資産                   

１．貸与固定資産 

※1, 
2,4 
  2,456,385     296,035     2,477,347     

２．建物   1,410,707     904,763     1,357,145     

３．土地   5,354,524     4,981,285     5,263,828     

４．建設仮勘定   －     －     －     

５．その他   1,323,134     1,030,236     1,234,554     

有形固定資産合計   10,544,751     7,212,320     10,332,876     

(2）無形固定資産   191,601     54,832     209,352     

(3）投資その他の資産                     

１．投資有価証券   1,494,363     1,435,634     1,531,822     

２．長期前払費用   1,217,976     410,303     1,078,446     

３．敷金・保証金   2,719,418     1,417,121     2,700,411     

４．繰延税金資産   1,465,263     －     1,841,135     

５．その他   663,267     657,376     676,453     

６．貸倒引当金   △86,710     △500,949     △389,437     

投資その他の資産
合計 

  7,473,578     3,419,486     7,438,831     

固定資産合計     18,209,931 7.3   10,686,639 8.1   17,981,059 6.7 

資産合計     250,832,191 100.0   132,126,198 100.0   267,948,317 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 
当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成 18 年３月 31 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．支払手形   15,722,030     7,328,319     14,614,234     

２．買掛金   7,472,961     4,024,264     6,064,181     

３．短期借入金 
※
2,6 

5,330,000     3,770,000     5,230,000     

４．１年内返済予定長
期借入金 

※2 893,100     580,200     742,000     

５．１年内償還予定社
債 

※2 100,000     －     －     

６．未払金   2,085,922     50,320,767     2,661,631     

７．１年内返済予定長
期未払金 

※2 377,631     313,752     200,727     

８．未払法人税等   1,855,000     18,117,185     310,000     

９．未払消費税等 ※5 914,248     －     344,122     

10．賞与引当金   141,007     123,440     124,963     

11．繰延ヘッジ利益   167,607,216     －     188,483,545     

12．契約変更引当金   －     －     3,576,472     

13．撤退損失引当金   －     24,456,016     －     

14．その他   562,033     1,624,335     567,840     

流動負債合計     203,061,151 80.9   110,658,282 83.8   222,919,719 83.2 

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金 ※2 1,328,500     748,300     980,000     

２．役員退職慰労引当
金 

  772,968     576,245     791,751     

３．長期未払金  162,573     825,672     193,118     

４．長期預り金   2,860     2,880     2,860     

５．預り保証金   12,200,000     －     12,000,000     

６．繰延税金負債   －     356,363     －     

７．その他   20,302     8,476     9,694     

固定負債合計     14,487,204 5.8   2,517,937 1.9   13,977,423 5.2 

負債合計     217,548,356 86.7   113,176,219 85.7   236,897,143 88.4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 9 - 

    
前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 
当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成 18 年３月 31 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
（％）

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     4,227,500 1.7   －     4,227,500 1.6 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   5,605,500     －     5,605,500     

資本剰余金合計     5,605,500 2.2   －     5,605,500 2.1 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．利益準備金   79,000     －     79,000     

２．任意積立金                     

(1）特別償却準備金   4,509     －     4,509     

(2）別途積立金   20,580,000     －     20,580,000     

３．中間(当期)未処分
利益 

  2,423,185     －     86,085     

利益剰余金合計     23,086,695 9.2   －     20,749,594 7.7 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    424,583 0.2   －     531,808 0.2 

Ⅴ 自己株式     △60,443 △0.0   －     △63,228 △0.0 

資本合計     33,283,835 13.3   －     31,051,174 11.6 

負債・資本合計     250,832,191   －     267,948,317 100.0 

（純資産の部）       

100.0 

            

Ⅰ 株主資本                    

１．資本金      － －  4,227,500 3.2   －  － 

２．資本剰余金   －           －     

(1）資本準備金  －   5,605,500   －   

資本剰余金合計   － －  5,605,500 4.2  － － 

３．利益剰余金   －                

(1）利益準備金  －   79,000   －   

(2）その他利益剰余
金 

          

特別償却準備金  －   2,647   －   

任意積立金  －   19,880,000   －   

繰越利益剰余金  －   △11,245,403   －   

利益剰余金合計   － －  8,716,243 6.6  － － 

４．自己株式   － － －  △64,392 △0.0  － －  － 

株主資本合計     － －   18,484,851 14.0    －  － 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評
価差額金 

  －      473,602    －     

２．繰延ヘッジ損益   －      △8,476    －     

評価・換算差額等合
計 

    －     465,126 0.3    －   
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前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 
当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成 18 年３月 31 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
（％）

純資産合計     －     18,949,978 14.3    －   

負債純資産合計     －     132,126,198 100.0    －   
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②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 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     38,853,075 100.0   21,461,309 100.0   75,967,807 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※3   32,495,942 83.6   34,013,817 158.5   66,606,237 87.7 

売上総利益又
は売上総損失
(△) 

    6,357,132 16.4   △12,552,508 △58.5   9,361,569 12.3 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

※3   3,193,769 8.2   2,316,426 10.8   5,503,117 7.2 

営業利益又は
営業損失(△) 

    3,163,363 8.1   △14,868,935 △69.3   3,858,452 5.1 

Ⅳ 営業外収益 ※1   924,764 2.4   586,475 2.7   1,478,439 1.9 

Ⅴ 営業外費用 ※2   190,574 0.5   348,675 1.6   447,711 0.6 

経常利益又は
経常損失(△) 

    3,897,553 10.0   △14,631,135 △68.2   4,889,180 6.4 

Ⅵ 特別利益  ※4   32,663 0.1   192,554,864 897.2   284,738 0.4 

Ⅶ 特別損失  ※5,6   224,340 0.6   167,314,029 779.6   4,180,130 5.5 

税引前中間(当
期)純利益 

    3,705,876 9.5   10,609,699 49.4   993,789 1.3 

法人税、住民税
及び事業税 

  1,798,731     17,881,073     2,449,636     

法人税等調整額   △226,734 1,571,997 4.0 4,077,379 21,958,452 102.3 △1,937,378 512,258 0.7 

中間(当期)純
利益又は中間
純損失(△) 

    2,133,879 5.5   △11,348,753 △52.9   481,530 0.6 

前期繰越利益     289,389     －     289,389   

自己株式処分
差損 

    83     －     208   

中間配当額     －     －     684,626   

中間(当期)未
処分利益又は
中間未処分損
失(△) 

     
2,423,185 

    －     86,085   
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③【中間株主資本等変動計算書】 
 
  当中間期（平成１８年４月１日 至 平成１８年９月３０日）                                  （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

  
資本金 

資本準備金
資本剰余
金合計 

利益  
準備金 特別償却

準備金 
任意積立金 

繰越利益  
剰余金 

利益剰余金合
計 

自己株式 
株主資本合

計 

平成 18 年 3 月 31
日残高 4,227,500 5,605,500 5,605,500 79,000 4,509 20,580,000 86,085 20,749,594 △63,228 30,519,366 

中間会計期間中
の変動額 

                    

特別償却準備金
の取崩 － － － － △1,862 － 1,862 － － － 

任意積立金の取
崩 － － － － － △700,000 700,000 － － － 

剰余金の配当     
  

△684,597 △684,597 － △684,597 

中間純損失 － － － － － － 11,348,753 11,348,753 － 11,348,753 

自己株式の取得 － － － － － － － － △1,163 △1,163 

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

－ － － － － － － － － － 

中間会計期間中の
変動額 － － － － △1,862 △700,000 △11,331,488 △12,033,350 △1,163 △12,034,514 

平成 18 年 9 月 30
日残高 4,227,500 5,605,500 5,605,500 79,000 2,647 19,880,000 △11,245,403 8,716,243 △64,392 18,484,851 

評価・換算差額等 

  その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成 18 年 3 月 31
日残高 531,808 － 531,808 31,051,174 

中間会計期間中
の変動額 

       

特別償却準備金
の取崩 － － － － 

任意積立金の取
崩 － － － － 

剰余金の配当 － － － △684,597 

中間純損失 － － － 11,348,753 

自己株式の取得 － － － △1,163 

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

△58,205 △8,476 △66,681 △66,681 

中間会計期間中の
変動額 △58,205 △8,476 △66,681 △12,101,196 

平成 18 年 9 月 30
日残高 473,602 △8,476 465,126 18,949,978 
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約キャ 
ッシュ・フロー計算書 

（自 平成 17 年４月１日 
 至 平成 18 年３月 31 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 

        

税引前中間(当期)純
利益 

  3,705,876  10,609,699 993,789 

減価償却費   365,496  341,058 690,717 

減損損失   201,030  4,490,545 246,878 

固定資産除却・廃棄損   136,261  187,568 539,532 

たな卸資産除却・廃棄
損 

  91,140 11,822 90,942 

たな卸資産評価損  － 6,454,294 － 

投資有価証券評価損   22,310 － 22,310 

投資有価証券売却益   △18,675  － △265,394 

貸倒引当金の増減額   △15,059  379,784 268,501 

賞与引当金の増減額   △9,767 △1,523 △25,811 

役員退職慰労引当金
の増減額 

  61,820 △215,506 80,603 

契約変更補償引当金
の増減額  

  － △3,576,472 3,576,472 

事業撤退損失  － 156,152,517 － 

デリバティブ解約益  － △188,951,970 － 

受取利息配当金   △27,380 △42,547 △54,646 

支払利息   95,018  80,492 180,291 

為替差損益   △35,093  － △62,332 

固定資産売却損益   － － △9,270 

売上債権の増減額   △5,218,009 11,439,295 △4,865,088 

たな卸資産の増減額   469,095 △1,782,144 △43,699 

前渡金の増減額   △744,165 △696,190 △878,941 

未収入金の増減額   △1,501,723  4,519,026 △2,796,166 

未収消費税の増減額  － △6,751,068 － 

仕入債務の増減額   6,126,339 △7,633,774 2,099,430 

未払金の増減額   △1,086,491 △1,976,364 982,145 

長期未払金の増減額  － 746,345 － 

未払消費税等の増減額   107,692 － △462,448 

商品デリバティブの
増減額 

  △492,864  △1,436,410 △434,966 

預り金の増減額  － 1,366,669 － 

預り保証金の増減額   3,800,000 △12,000,000 3,600,000 

敷金・保証金の増減額   △2,167  1,152,206 42,734 

その他   115,830  462,166 38,744 
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前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約キャ 
ッシュ・フロー計算書 

（自 平成 17 年４月１日 
 至 平成 18 年３月 31 日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

小計   6,146,514  △26,670,478 3,554,326 

利息及び配当金の受
取額 

  27,197  42,198 54,628 

利息の支払額   △94,197 △74,784 △178,936 

事業撤退損失に係る支
払額 

 － △83,753,181 － 

デリバティブ解約によ
る収入 

 － 191,106,427 － 

法人税等の支払額   △2,426,667 △256,597 △4,620,832 

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  3,652,846 80,393,584 △1,190,813 

Ⅱ 投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

        

定期預金の預入に
よる支出 

  △1,218,341 △1,540,447 △2,789,330 

定期預金の払戻に
よる収入 

  1,191,276  1,515,382 2,734,866 

有形固定資産の取
得による支出 

  △399,869 △316,657 △915,128 

有形固定資産の売
却による収入 

  2,711 △12,176 195,251 

無形固定資産の取
得による支出 

  △43,337 △34,020 △75,257 

投資有価証券の取
得による支出 

  △54,505 △1,801 △57,683 

投資有価証券の売
却による収入 

  50,737 － 443,688 

貸付金の回収によ
る収入 

  3,737 － 3,737 

投資活動によるキ
ャッシュ・フロー 

  △467,591 △389,720 △459,855 

Ⅲ 財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

        

短期借入れによる
収入 

  2,700,000  2,700,000 6,100,000 

短期借入金の返済
による支出 

  △2,700,000 △4,160,000 △6,200,000 

長期借入金の返済
による支出 

  △507,953 △393,500 △1,007,553 

固定資産に係る割
賦債務等の返済に
よる支出 

  △2,272 △766 △3,192 

社債の償還による
支出 

  △100,000 － △200,000 

自己株式の売却に
よる収入 

  445 － 708 
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前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約キャ 
ッシュ・フロー計算書 

（自 平成 17 年４月１日 
 至 平成 18 年３月 31 日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

自己株式の取得に
よる支出 

  △5,083 △1,163 △8,258 

配当金の支払額   △684,660 △684,597 △1,369,286 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △1,299,525 △2,540,027 △2,687,582 

Ⅳ 現金及び現金同等物
に係る換算差額 

  3 － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物
の増加額（△減少額） 

  1,885,734  77,463,836 △4,338,251 

Ⅵ 現金及び現金同等物
の期首残高 

  20,554,202  16,215,951 20,554,202 

Ⅶ 現金及び現金同等物
の中間期末（期末）残
高 

※1 22,439,937  93,679,788 16,215,951 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
  至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 

  至 平成 18 年３月 31 日）        

───── 当社は、平成 18年 8月 18 日に主力事業で
ある、A 重油を燃料としたオンサイト発電事
業よりの撤退を決議し、同日よりオンサイト
型自家用発電設備の新規販売を停止いたし
ました。また、同事業の既存顧客との契約解
除交渉を行っております。 
 その結果、前年同期に比べて、売上高が大
幅に減少するとともに、事業撤退に伴い、発
電設備の燃料であるA重油販売取引のヘッジ
手段であった商品デリバティブを解約した
ため、その後の A 重油販売において大幅な損
失が生じており、当中間会計期間において
14,868 百万円の営業損失及び 14,631 百万円
の経常損失を計上しております。また、デリ
バティブ解約益を特別利益に計上し、契約解
除合意先との和解金、合意に至っていない顧
客に対する和解金見積額及び事業撤退によ
る資産整理による事業撤退損失を特別損失
に計上した結果、当中間会計期間において、
11,348 百万円の中間純損失を計上するに至
りました。 
 以上の状況により、当社には継続企業の前
提に関する重要な疑義が存在しております。 
 当社は、当該状況を解消し、新たな収益基
盤を確立するために再建計画を策定いたし
ました。これにより、来期以降、売上は引き
続き大幅に減少する見込みであるものの、既
存事業であるセキュリティ事業、電力小売事
業を中心とした新体制により、早期の復配を
目指してまいります。 
 
 再建計画の骨子は次のとおりです。 
(1) 事業経費の大幅な削減 
 本社(大阪市中央区)の大津エネルギーセ
ンター内への移転と事業所、営業所を統廃合
することにより、業務スピードの効率を改善
し、合わせて本社関連経費と事業所関連経費
を大幅に削減いたします。 
 今後の新体制での事業規模に見合った適
正な人員構成にし、人件費の大幅な圧縮を行
うために、役員報酬の更なるカット、希望退
職者の募集、賃金体系の見直し等を実施いた
します。 
(2) 既存事業の強化 
 今後の主力事業であるセキュリティ事業
と電力小売事業の営業強化に注力してまい
ります。特に創業事業であるセキュリティ事
業においては、新型遠隔監視システム(エコ
マスターCMS)の導入推進と保安管理業務の
拡大を中心に受注・販売の強化を図ってまい
ります。また、電力小売事業につきましては、
3箇所の小規模発電所合計2万7千kWの一部
をバイオマス発電所化し、RPS 法(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)へ対応しつつ販売電力への付加価値
を高め、よりコスト優位で環境にやさしい事
業運営を行い、拡大を図ってまいります。 
(3) 新規事業の推進 
 今後の新規事業として、瞬間停電や瞬間電
圧低下による生産工程への被害対策用機器
の販売やバイオマス燃料 100%のオンサイト
発電事業を検討しております。また、蓄電効
率が高く、充放電サイクルに強いリチウムイ
オン電池を用いて深夜電力を蓄電(深夜負荷
造成)し、昼間時間帯に放電(電力放出)する
システム開発を実施中であります。 

 
中間財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を中間
財務諸表には反映しておりません。 

───── 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

その他有価証券 
時価のあるもの 
中間決算日の市場価格等に基
づく時価法 
（評価差額は全部資本直入法
により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

その他有価証券 
時価のあるもの 
中間決算日の市場価格等に基
づく時価法 
（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

その他有価証券 
時価のあるもの 
決算日の市場価格等に基づく
時価法 
（評価差額は全部資本直入法
により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

時価のないもの 
移動平均法による原価法 

時価のないもの 
同左 

時価のないもの 
同左 

(2）たな卸資産 
製品・仕掛品 

個別法による原価法 

(2）たな卸資産 
製品・仕掛品 

同左 

(2）たな卸資産 
製品・仕掛品 

同左 

商品・原材料貯蔵品 
   先入先出法による原価法 

商品・原材料貯蔵品 
同左 

商品・原材料貯蔵品 
同左 

１．資産の評価基準及び評
価方法 

  
  
  
  
  

(3）デリバティブ 
   時価法 

(3）デリバティブ 
同左 

(3）デリバティブ 
同左 

(1）有形固定資産 
① 貸与固定資産 
リース資産 

      貸与期間を償却年数とし、
貸与期間満了時の貸与固定
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 
① 貸与固定資産 
リース資産 

同左 

(1）有形固定資産 
① 貸与固定資産 
リース資産 

同左 

レンタル資産 
      見積貸与期間を償却年数と

し、見積貸与期間終了時に見
込まれる貸与資産の処分価額
を残存価額として、当該期間
内に定額償却する方法 

レンタル資産 
同左 

レンタル資産 
同左 

② その他の有形固定資産 
      定率法 
      ただし、平成 10 年４月１日

以降に取得した建物（附属設
備を除く）及び電力小売事業
用機械装置については定額法 

      なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
建物    5～50 年 
機械装置  2～17 年 

② その他の有形固定資産 
      定率法 
      ただし、平成 10 年４月１日

以降に取得した建物（附属設
備を除く）及び電力小売事業
用機械装置については定額法 

      なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
建物    5～50 年 
機械装置  2～17 年 

② その他の有形固定資産 
      定率法 
      ただし、平成 10 年４月１日

以降に取得した建物（附属設
備を除く）及び電力小売事業
用機械装置については定額法 

      なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
建物    5～50 年 
機械装置  2～17 年 

２．固定資産の減価償却の方
法 

  
  
  

(2）無形固定資産 
    定額法を採用している。 
    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 

 
 

(3）長期前払費用 
定額法 

(3）長期前払費用 
同左 

(3）長期前払費用 
同左 

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち、当

中間会計期間の負担額を計上して

おります。 

(2）賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

(2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち、

当期の負担額を計上しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計

上しております。 

 ただし、当中間会計期間末にお

きましては、退職給付引当金の借

方残高（122,370千円）を前払年

金費用（投資その他の資産 長期

前払費用）に計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定年数（10年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生時の翌事業年度から

費用処理することとしておりま

す。 

 (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

 ただし、当中間会計期間末にお

きましては、退職給付引当金の借

方残高（105,268千円）を前払年

金費用（投資その他の資産 長期

前払費用）に計上しております。 

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定年数（10 年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生時の翌事業年度から

費用処理することとしておりま 

す。 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当期末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。 

 ただし、当期末におきまして

は、退職給付引当金の借方残高

（106,898千円）を前払年金費用

（投資その他の資産 長期前払費

用）に計上しております。 

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定年数（10 年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生時の翌事業年度から

費用処理することとしておりま 

す。 

 (4）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。 

 (5)    ───── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)     ───── 

 
 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

(5)    ───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(6) 撤退損失引当金 

 A 重油を燃料としたオンサイト

発電事業よりの撤退に伴う損失の

うち、合意及び契約による金額確定

に至っていないものについて、当中

間会計期間末における各顧客等と

の契約解除の交渉状況等を個別に

検討し損失負担見込額を計上して

おります。 

(追加情報) 

当社は、原油価格の高騰、高止ま

りにより、発電装置の燃料であるＡ

重油の調達が困難になる為、経営環

(4）役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

(5)契約変更補償引当金 

発電装置の運転方法変更等に

よる将来の損失補償に備えるた

め、当期における各顧客との変更

契約等の締結状況を個別に勘案

し、損失補償負担見込額を計上し

ております。 

 (追加情報) 

  当社は、原油価格の高騰による

燃料部門の収支改善を図るため、

A 重油の消費量抑制のための施

策として、各顧客との「発電装置

等使用契約」について、一定期間

ピークカット運転を行う内容の

契約変更等を実施しております。

この契約変更に伴う損失補償負

担見込額 3,576,472 千円を特別

損失に計上しております。 

(6)     ───── 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

境の著しい悪化を招いたため、Ａ重

油を燃料とするオンサイト事業の

継続が困難と判断し、平成 18 年 8

月 18 日開催の取締役会において、

当該事業より撤退することを決議

いたしました。 

 この撤退に伴う各顧客との和解

金、発電装置の撤退費用等の損失負

担のうち、合意及び契約による金額

確定に至っていないものについて、

当該損失負担額を見積り、当中間会

計期間に 24,456,016 千円を特別損

失に計上しております。 

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 
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項目 前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

(1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用しており

ます。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象  
ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金 

為替予約   原材料の購入

取引 

商品スワップ   商品（Ａ重油) 

商品キャップ   商品（Ａ重油) 

 
ヘッジ手段  ヘッジ対象 

金利スワップ  借入金 

為替予約  原材料の購入

取引 

商品スワップ  商品（Ａ重油) 

商品キャップ  商品（Ａ重油) 

 
ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金 

為替予約   原材料の購入

取引 

商品スワップ   商品（Ａ重油) 

商品キャップ   商品（Ａ重油) 

(3）ヘッジ方針 

  当社の内部規程である「経理規

程」に基づき、金利、通貨関連の

取引については将来の金利変動

リスク及び為替変動リスクを回

避することを目的として行って

おり、商品関連の取引について

も、将来の商品市況及び為替相場

の変動によるリスクを回避する

ことを目的として行っておりま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 
 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

  金利関連及び通貨関連の取引

につきましては、ヘッジ対象のキ

ャッシュ・フロー変動の累計とヘ

ッジ手段のキャッシュ・フロー変

動の累計とを比較し、両者の変動

額等を基礎にして判断しており

ます。 
  商品関連の取引につきまして
は、ヘッジ対象の時価変動額とヘ
ッジ手段の時価変動額を比較し、
両者の変動額等を基礎にして判断
しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

６．中間キャッシュ・フロー
計算書（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ヶ月
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 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
    至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 

   至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 

   至 平成 18 年３月 31 日） 

１．固定資産の減損に係る会

計基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当中間会計期間より「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14 年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 

平成 15 年 10 月 31 日）を適用して

おります。 

 この変更に伴い、減損損失

201,030 千円を計上し、減価償却費

は当該変更前に比して 398 千円減

少しております。この結果、経常利

益が 398 千円増加し、税引前中間純

利益が 200,631 千円減少しており

ます。 

 また、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。 

───── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 当事業年度から「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。 

この変更に伴い、減損損失
246,878千円を計上し、減価償却費
は当該変更前に比して796千円減少
しております。この結果、経常利益
が796千円増加し、税引前当期純利
益が246,081千円減少しておりま
す。 

  また、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。 

２．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準 

 

───── 

 

 当中間会計期間より「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
基準等の適用指針」（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。 
これまでの資本の部の合計に相

当する金額は 18,958,454 千円であ
ります。 
なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部につい
ては、中間財務諸表等規則の改正に
伴い、改正後の中間財務諸表等規則
により作成しております。 

───── 
 

 



 - 22 - 

注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 
（平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度末 
（平成 18 年３月 31 日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
7,265,210 千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
        5,679,198 千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
       6,052,835 千円 

※２．担保に供している資産及びこれに対応
する債務 

(1）担保に供している資産 

※２．担保に供している資産及びこれに対応
する債務 

(1）担保に供している資産 

※２．担保に供している資産及びこれに対応
する債務 

(1）担保に供している資産 

預金 379,114 千円

建物 611,643 千円

構築物 25,565 千円

機械装置 7,452 千円

土地 1,822,206 千円

 計 2,845,981 千円 

預金     148,986 千円

建物        451,111 千円

構築物       22,258 千円

機械装置      6,393 千円

土地          1,441,717 千円

 計          2,070,471 千円 

預金 348,973 千円

建物        576,742 千円

構築物       23,771 千円

機械装置      6,882 千円

土地      1,777,133 千円

 計      2,733,503 千円 

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金 1,860,561 千円

長期借入金 2,071,600 千円

（１年内返済予定含む） 

１年内償還予定社債 100,000 千円

 計 4,032,161 千円 

短期借入金      1,971,500 千円

長期借入金      1,328,500 千円

（１年内返済予定含む） 

 計          3,300,000 千円 

短期借入金 2,231,000 千円

長期借入金 1,722,000 千円

（１年内返済予定含む） 

 計 3,953,000 千円 

  上記の他、担保設定の原因となっている
リース債務 100,854 千円があります。 

  上記の他、担保設定の原因となっている
リース債務 100,863 千円があります。 

 上記の他、担保設定の原因となっている
リース債務 100,862 千円があります。 

３．保証債務 
   下記の会社の、リース会社との契約に

ついて債務保証を行っております。 

３．保証債務 
   下記の会社の、リース会社との契約に

ついて債務保証を行っております。 

３．保証債務 
   下記の会社の、リース会社との契約に

ついて債務保証を行っております。 

学校法人郡山開成学園 10,087 千円

共立製磁㈱ 4,630 千円

㈱十文字チキンテック 17,100 千円

新治商業協同組合 5,791 千円

不二見セラミック㈱ 4,087 千円

 計 41,697 千円 

学校法人郡山開成学園     8,036 千円

㈱十文字チキンテック     5,700 千円

オーエヌ工業㈱  38,093 千円

 計    51,829 千円 

学校法人郡山開成学園    10,087 千円

㈱十文字チキンテック    11,400 千円

不二見セラミック㈱     1,362 千円

 計    22,850 千円 

※４．取得価額から控除している圧縮記帳額
は、構築物 14,000 千円であります。 

※４．      同左 ※４．      同左 

※５．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、「未払消費税等」として流動負
債に表示しております。 

※５．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、「未収消費税等」として流動資
産に表示しております。 

※５．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、「未払消費税等」として流動負
債に表示しております。 

※６．当社は、運転資金の効率的な調達を行
うため取引銀行７行と当座貸越契約を
締結しております。これら契約に基づく
当中間会計期間末の借入未実行残高は
次のとおりであります。 

※６．当社は、運転資金の効率的な調達を行
うため取引銀行６行と当座貸越契約を
締結しております。これら契約に基づく
当中間会計期間末の借入未実行残高は
次のとおりであります。 

※６．当社は、運転資金の効率的な調達を行
うため取引銀行６行と当座貸越契約を
締結しております。これら契約に基づく
当事業年度末の借入未実行残高は次の
とおりであります。 

当座貸越極度額 7,800,000 千円

借入実行残高 4,180,000 千円

差引額 3,620,000 千円 

当座貸越極度額        7,800,000 千円

借入実行残高        3,420,000 千円

差引額       4,380,000 千円 

当座貸越極度額      7,800,000 千円

借入実行残高      3,980,000 千円

差引額      3,820,000 千円 
※７．中間期末日満期手形 

 
───── 

 

※７．中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれて

おります。 

 
受取手形      484,055 千円 

※７．期末日満期手形 

 
───── 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月 1 日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息配当金 27,380 千円

貯蔵品売却益 31,105 千円

受取賃貸収入 4,357 千円

保険返戻金 12,303 千円

為替差益 53,093 千円

商品スワップ評価益 770,488 千円 

受取利息配当金  42,547 千円

貯蔵品売却益  12,719 千円

受取賃貸収入   4,099 千円

保険返戻金    14,913 千円

商品スワップ決済益 456,985 千円 

受取利息配当金    54,646 千円

貯蔵品売却益    48,576 千円

為替差益    77,162 千円

受取賃貸収入     8,704 千円

商品スワップ評価益   990,032 千円 

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 92,918 千円

たな卸資産評価損 85,066 千円 

支払利息       80,492 千円

事故賠償費       44,414 千円

商品スワップ評価損 148,127 千円 

支払利息        180,291 千円

事故賠償費 85,263 千円

たな卸資産評価損       85,066 千円 
※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 

有形固定資産 334,226 千円

無形固定資産 29,661 千円 

有形固定資産        297,588 千円

無形固定資産       30,797 千円 

有形固定資産        627,905 千円

無形固定資産       59,790 千円 
※４．特別利益のうち主要なもの 

 
───── 

 

※４．特別利益のうち主要なもの 

デリバティブ解約益  188,951,970 千円

デリバティブ評価益    1,769,619 千円
解約変更補償引当金
戻入益 

1,833,273 千円
 

※４．特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益      267,827千円
 

 

※５．特別損失のうち主要なもの 
 

───── 
 
 

※５．特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入額  216,672 千円

減損損失  1,472,608 千円

事業撤退損失 141,168,731 千円
事業撤退損失引当金
繰入額 24,456,016 千円

 

※５．特別損失のうち主要なもの 
契約変更補償引当金
繰入額 

  3,576,472千円

貸倒引当金繰入額     296,013千円 

 なお、事業撤退損失は、Ａ重油を燃料
としたオンサイト発電事業よりの撤退に
伴う損失であり、内容は次のとおりであ
ります。 

 

 事業撤退損失 

リース解約損 123,214,779 千円

契約解除和解金 

たな卸資産評価損 

6,060,670 千円

6,454,294 千円

減損損失 3,017,937 千円

発電装置撤退費用 1,383,286 千円

その他 1,037,764 千円

 計 141,168,731 千円 
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前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

※６．減損損失 ※６．減損損失 ※６．減損損失 
(1）減損損失を認識した資産グループの概要 (1）減損損失を認識した資産グループの概要 (1）減損損失を認識した資産グループの概要 
 

用途 場所 種類 
減損損失 
（千円） 

賃貸用
不動産 

兵庫県
芦屋市 

建物 13,503 

賃貸用
不動産 

兵庫県
芦屋市 

土地 20,540 

遊 休 
不動産 

兵庫県
西宮市 

土地 85,727 

遊 休 
不動産 

滋賀県
草津市 

土地 30,800 

遊 休 
不動産 

埼玉県
川口市 

土地 23,760 

遊 休 
不動産 

京都市
右京区 

土地 18,499 

遊 休 
不動産 

千葉市
稲毛区 

土地 8,200 

合 計 201,030 

 

用途 場所 種類 
減損損失 
（千円）

仙 台 
事業所 

仙台市 
土地、
建物 

260,750 

大  阪
事業所 

吹田市 
土地、
建物 

86,437 

住宅用
資 産 

西宮市 
土地、
建物 

40,549 

東京 
支社 

東京都千
代田区 

建物、工
具器具 

20,741 

大阪 
本社 

大阪市
中央区 

建物、構
築物、工
具器具他 

290,374 

天道
工場 

福岡県嘉
穂郡桂川

町 
機械装置 18,397 

岡山事業
所他９箇
所 

総社市他
９箇所 

建物、工
具器具他 

8,654 

賃貸用
資産 

― 建物他 228,482 

賃貸用
資産 

― 
貸与固定
資産 

3,536,158 

合 計 4,490,545 

 

用途 場所 種類 
減損損失 
（千円）

賃貸用
不動産 

兵庫県
芦屋市 建物 13,503 

賃貸用
不動産 

兵庫県
芦屋市 土地 20,540 

遊 休 
不動産 

兵庫県
西宮市 土地 85,727 

遊 休 
不動産 

滋賀県
草津市 土地 30,800 

遊 休 
不動産 

埼玉県
川口市 土地 23,760 

遊 休 
不動産 

京都市
右京区 土地 18,499 

遊 休 
不動産 

千葉市
稲毛区 土地 8,200 

遊 休 
不動産 

名古屋市
瑞穂区 土地 26,122 

遊 休 
不動産 

名古屋市
瑞穂区 建物等 19,725 

合 計 246,878 

(2) 資産のグルーピングの方法 
 当社は、事業の区分をもとに、概ね独立し
たキャッシュ・フローを生み出す最小の単位
にて資産のグルーピングを行っております。 

(2) 資産のグルーピングの方法 
       同    左 

(2) 資産のグルーピングの方法 
      同    左 

(3) 減損損失の認識に至った経緯 
 賃貸用不動産のうち、営業活動から生ずる
損益が継続してマイナスの施設の資産につ
いて減損損失を認識しました。遊休不動産
は、継続的に地価が下落している資産につい
て減損損失を認識しました。 

(3) 減損損失の認識に至った経緯 
 ①仙台事業所、大阪事業所、 
  営業活動から生じる損益が継続して
マイナスであり、当該グループの帳簿価
格を回収可能額まで減額し、当該減少額
347,188千円につい減損損失として特別
損失に計上しました。その内訳は土地
258,233千円、建物88,954千円でありま
す。 

 ②社宅用不動産 
  継続的に地価が下落しており、当該資
産の帳簿価格を回収可能額まで減額し、
当該減少額40,549千円を減損損失とし
て特別損失に計上しました。その内訳は
土地24,310千円、建物16,239千円であり
ます。 

 ③大阪本社、東京支社 
  事業規模の縮小に伴い、今後、大阪本
社及び東京支社の機能を縮小、移転をお
こなう予定であります。これらの縮小、
移転に伴い、不要となる資産について当
該資産の帳簿価格を減額し、当該減少額
311,115千円を減損損失として特別損失
に計上しました。その内訳は建物93,149
千円、工具器具79,022千円ソフトウエア
105,324千円、その他33,618千円であり
ます。 

 ④天道工場 
  事業撤退に伴い、遊休となる資産につ
いて、当該資産の帳簿価格を回収可能額
まで減額し、当該減少額18,397千円を減
損損失として特別損失に計上しました。
その内訳は機械装置18,397千円であり
ます。 

(3) 減損損失の認識に至った経緯 
 賃貸用不動産のうち、営業活動から生ずる
損益が継続してマイナスの施設の資産につ
いて減損損失を認識しました。遊休不動産
は、継続的に地価が下落している資産につい
て減損損失を認識しました。 
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前中間会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

 
⑤岡山事業所他9箇所 
  事業撤退により、遊休となる当該資産
の帳簿価格を回収可能額まで減額し、当
該減少額8,654千円を減損損失として特
別損失に計上しました。その内訳は工具
器具7,250千円、その他1,403千円であり
ます。 

⑥賃貸用資産 
  事業撤退に伴い、遊休となる当該資産の
帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該減
少額3,764,640千円を減損損失として特別
損失に計上しました。その内訳は貸与固定
資産 3,536,158 千円、建物 212,438 千円、
その他 16,043 千円であります。 

 

(4) 回収可能価額の算定方法 
 回収可能価額は、正味売却価額により算
定しており、価格指標は不動産鑑定評価基
準を使用しております。 

(4) 回収可能価額の算定方法 
     同      左 

(4) 回収可能価額の算定方法 
     同      左  

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成 18 年 4 月 1 日  至 平成 18 年 9 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 

 
前事業年度末株式数
(千株) 

当中間会計期間増加
株式数(千株) 

当中間会計期間減少
株式数(千株) 

当中間会計期間末株
式数(千株) 

発行済株式数     

 普通株式 27,400 － － 27,400 

    合計 27,400 － － 27,400 

自己株式     

 普通株式数 (注) 16 1 － 17 

        合計 16 1 － 17 

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加 1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 
(決議) 株式の種類 配当金の総額(千

円) 
1 株当たり配
当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成 18 年 6 月 14 日 
定時株主総会 普通株式 684,597 25 平成 18 年3 月 31 日 平成 18 年 6月 14 日 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 

  至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と
貸借対照表に記載されている科目と
の関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と
貸借対照表に記載されている科目と
の関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借
対照表に記載されている科目との関
係 

（平成 17 年９月 30 日現在） （平成 18 年９月 30 日現在） （平成 18 年３月 31 日現在） 
現金及び預金勘定 24,399,525 千円
その他（有価証券） 80,243 千円
  計 24,479,769 千円 

現金及び預金勘定      95,691,784千円

その他（有価証券）       80,299 千円

  計      95,772,084千円 

現金及び預金勘定     18,202,932 千円 

その他（有価証券）       80,250 千円 

  計     18,283,182 千円  
預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△2,039,832 千円 

現金及び現金同等物 22,439,937 千円  

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△2,092,296 千円

現金及び現金同等物     93,679,788千円 

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△2,067,231 千円 

現金及び現金同等物    16,215,951 千円  

 

 
（リース取引関係） 

 EDINET により開示を行うため、記載を省略しております。 

 
（有価証券関係） 
前中間会計期間末（平成 17 年９月 30 日現在） 
１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 
 
２．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 
 
３．その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

(1）株式 421,277 982,779 561,502 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 239,096 392,380 153,284 

合計 660,373 1,375,159 714,786 

 
４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

マネー・マネージメント・ファンド 60,144 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 20,099 

非上場株式 119,203 

 
当中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 
１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

     該当事項はありません。 
 

２．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
     該当事項はありません。 
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３．その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

(1）株式 383,038 1,080,148 697,110 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 136,081 236,282 100,200 

合計 519,119 1,316,431 797,311 

 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

マネー・マネージメント・ファンド 60,188 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 20,111 

非上場株式 119,203 

 
前事業年度末（平成 18 年３月 31 日現在） 
１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

     該当事項はありません。 
 

２．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
     該当事項はありません。 
 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

(1）株式 381,236 1,157,965 776,728 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 136,081 254,653 118,571 

合計 517,318 1,412,618 895,300 

 
４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

マネー・マネージメント・ファンド 60,150 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 20,100 

非上場株式 119,203 
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（デリバティブ取引関係） 
前中間会計期間末（平成 17 年９月 30 日現在） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
１．金利関連 

     該当事項はありません。 
   （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 
２．通貨関連 

     該当事項はありません。 
   （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 
３．商品関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千バレル） 時価（千円） 評価損益（千円） 

商品 スワップ取引 510 1,722,599 770,488 

合計 510 1,722,599 770,488 

 上記の商品スワップ取引は、原材料（Ａ重油）について、将来の商品価額変動リスクをヘッジする目的で行ったもの
であります。 
   （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
 
当中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
１．金利関連 

     該当事項はありません。 
   （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 
２．通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千ドル） 時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引 1,502 3,719 3,719 

合計 1,502 3,719 3,719 

（注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
 
３．商品関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千バレル） 時価（千円） 評価損益（千円） 

商品 スワップ取引 900 3,563,636 1,621,492 

合計 900 3,563,636 1,621,492 

（注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
 
前事業年度末（平成 18 年３月 31 日現在） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
１．金利関連 

該当事項はありません。 
   （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
 

２．通貨関連 
該当事項はありません。 

   （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
 
３．商品関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千バレル） 時価（千円） 評価損益（千円） 

商品 スワップ取引 480 1,942,143 990,032 

合計 480 1,942,143 990,032 

    上記の商品スワップ取引は、原材料（Ａ重油）について、将来の商品価額変動リスクをヘッジする目的で行っ
たものであります。 

   （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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（持分法損益等） 
前中間会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 
該当事項はありません。 

 
当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
該当事項はありません。 

 
前事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
 
（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 

    至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 

    至 平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 

    至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 1,215.40 円 
１株当たり中間純利益
金額 

77.92 円 

 

１株当たり純資産額   692.04 円 
１株当たり中間純損失
金額 

 414.44 円 
１株当たり純資産額 1,133.92 円 
１株当たり当期純利益
金額 

   17.58 円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、新株予約権
付社債等潜在株式がないため記載し
ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については 1 株当たり
中間純損失であり、また、潜在株式が
ないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、新株予約権
付社債等潜在株式がないため記載し
ておりません。 

 
 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前中間会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 
  至 平成 17 年９月 30 日) 

当中間会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日) 

前事業年度 
(自 平成 17 年４月１日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

中間（当期）純利益又は中間
純損失（△） 

2,133,879 △11,348,753  481,530 

普通株主に帰属しない金額
（千円） 

－ －  － 

普通株式に係る中間（当期）
純利益又は純損失（△） 

2,133,879 △11,348,753  481,530 

期中平均株式数（千株） 27,385 27,383  27,385 

 
（重要な後発事象） 
前中間会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 
該当事項はありません。 
 

当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
 当社は、Ａ重油を燃料としたオンサイト発電事業撤退に際して行ったＡ重油売買契約等の契約解除に関して、下記
の顧客４社より債務不履行にもとづく損害賠償請求訴訟を提起されました。 
 当社においては、弁護士等を交えて、当社の正当性を主張し適切に訴訟に対応しているところであります。 
  平成 18 年 10 月 11 日  和歌山地方裁判所  和染工業㈱   請求額  153,539 千円 

平成 18 年 10 月 31 日  大阪地方裁判所   ㈱やまとの湯  請求額   98,166 千円 
平成 18 年 11 月 １日  大阪地方裁判所   瑞穂農林㈱   請求額  105,165 千円 
平成 18 年 11 月 ２日  大阪地方裁判所   ㈱ヤマヨ    請求額   70,758 千円 

 
前事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 

  


