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１．平成18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月中間期 4,225 32.2 △90 － △47 －

17年12月中間期 3,195 49.6 △556 － △553 －

18年６月期 6,790 △878 △822

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 △55 － △865 25

17年12月中間期 △1,124 － △26,896 49

18年６月期 △1,564 △30,463 30

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 64,635.88株 17年12月中間期 41,804.02株 18年６月期 51,359.97株

 　　　 平成17年11月21日付で１株につき５株の割合で分割を行いましたが、平成17年12月中間期の１株当たり中間純
利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

②会計処理の方法の変更 有

③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です。

(2）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12月中間期 23,111 8,028 34.7 114,652 16

17年12月中間期 26,013 4,205 16.2 87,349 97

18年６月期 23,385 7,220 30.9 115,902 10

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 69,954.00株 17年12月中間期 48,151.00株 18年６月期 62,299.00株

②期末自己株式数 18年12月中間期 6.89株 17年12月中間期 2.56株 18年６月期 6.89株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 10,000 △50 △70

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△ 1,000　円　66 銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金

中間期末 期末 年間

18年６月期 － － －

19年６月期（実績） － －
－

19年６月期（予想） － －

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  7,431,260   2,178,533   2,779,550   

２．受取手形 ※５ 328,356   4,439   2,688   

３．売掛金 ※２ 1,326,426   1,248,267   1,009,390   

４．たな卸資産  97,586   181,822   179,806   

５．関係会社短期貸付金  －   3,189,000   2,549,000   

６．その他  1,756,639   317,976   535,462   

　　貸倒引当金  －   △800   △800   

流動資産合計   10,940,268 42.1  7,119,238 30.8  7,055,098 30.2

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※３ 1,448,790   1,361,422   1,405,085   

２．機械及び装置 ※2,3 11,984,746   10,912,900   11,390,371   

３．その他  111,229   484,715   331,187   

有形固定資産合計   13,544,765   12,759,038   13,126,645  

(2）無形固定資産   11,193   29,041   25,502  

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式 ※２ －   2,027,600   2,020,200   

２．その他  1,517,078   1,178,475   1,159,071   

　　貸倒引当金  －   △1,480   △1,410   

投資その他の資産合計   1,517,078   3,204,595   3,177,861  

固定資産合計   15,073,037 57.9  15,992,675 69.2  16,330,008 69.8

資産合計   26,013,305 100.0  23,111,914 100.0  23,385,107 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   905,359   945,469   1,033,964  

２．一年内返済予定長期借
入金

※２  35,281   32,945   32,869  

３．未払金  ※２  2,315,360   465,108   901,044  

４．一年内支払予定長期未
払金

※２  1,313,492   1,766,013   1,461,458  

５. メンテナンス費用引当
金   266,396   124,258   158,420  

６．設備改善費用引当金   610,248   154,327   405,115  

７．契約損失引当金   16,260   37,149   37,149  

８．その他   72,079   427,818   89,562  

流動負債合計   5,534,476 21.3  3,953,088 17.1  4,119,584 17.6
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．新株予約権付社債   3,400,000   －   －  

２．長期借入金 ※２  201,321   168,389   184,513  

３．長期未払金 ※２  12,471,644   10,719,685   11,632,899  

４．メンテナンス費用引当
金

  57,243   15,220   26,835  

５．契約損失引当金   88,602   90,750   109,458  

６．その他   54,030   136,581   91,231  

固定負債合計   16,272,841 62.5  11,130,626 48.2  12,044,937 51.5

負債合計   21,807,317 83.8  15,083,714 65.3  16,164,522 69.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,714,240 14.3  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,496,000   －   －   

資本剰余金合計   1,496,000 5.8  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間未処理損失（△）
又は当期未処分利益

 △1,003,429   －   －   

利益剰余金合計   △1,003,429 △3.9  － －  － －

Ⅳ　自己株式   △822 △0.0  － －  － －

資本合計   4,205,988 16.2  － －  － －

負債資本合計   26,013,305 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  5,905,934 25.6  5,470,500 23.4

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   3,616,284   3,196,000   

資本剰余金合計   － －  3,616,284 15.6  3,196,000 13.7

３．利益剰余金           

(1) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   △1,499,568   △1,443,642   

利益剰余金合計   － －  △1,499,568 △6.5  △1,443,642 △6.2

４．自己株式   － －  △2,272 △0.0  △2,272 △0.0

株主資本合計   － －  8,020,377 34.7  7,220,585 30.9

Ⅱ　新株予約権   － －  7,822 0.0  － －

純資産合計   － －  8,028,199 34.7  7,220,585 30.9

負債純資産合計   － －  23,111,914 100.0  23,385,107 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,195,584 100.0  4,225,903 100.0  6,790,531 100.0

Ⅱ　売上原価   3,374,772 105.6  3,995,540 94.5  6,822,290 100.5

売上総利益又は売
上総損失(△)

  △179,188 △5.6  230,362 5.5  △31,759 △0.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   377,218 11.8  320,987 7.6  846,284 12.4

営業利益又は営業
損失(△)

  △556,406 △17.4  △90,625 △2.1  △878,044 △12.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  16,958 0.5  47,636 1.1  74,675 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  13,739 0.4  4,037 0.1  19,593 0.3

経常利益又は経常
損失(△)

  △553,187 △17.3  △47,026 △1.1  △822,961 △12.1

Ⅵ　特別損失 ※３  387,498 12.1  － －  489,194 7.2

税引前中間(当期)
純利益又は税引前
中間(当期)純損失
(△)

  △940,685 △29.4  △47,026 △1.1  △1,312,156 △19.3

法人税、住民税及
び事業税

 7,795   8,900   9,000   

法人税等調整額  175,900 183,695 5.8 － 8,900 0.2 243,437 252,437 3.7

中間(当期)純利益
又は中間(当期)純
損失(△)

  △1,124,381 △35.2  △55,926 △1.3  △1,564,594 △23.0

前期繰越利益又は
前期繰越損失(△)

  120,951   －   －  

中間未処分利益又
は中間未処理損失
(△)

  △1,003,429   －   －  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

株　主　資　本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金

その他利益剰
余金

繰越利益剰余
金

平成18年６月30日　残高　（千円） 5,470,500 3,196,000 △1,443,642 △2,272 7,220,585 － 7,220,585

中間会計期間中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 435,434 420,284   855,718  855,718

中間純利益又は中間純損失(△)   △55,926  △55,926  △55,926

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額）

     7,822 7,822

中間会計期間中の変動額合計（千円） 435,434 420,284 △55,926 － 799,792 7,822 807,614

平成18年12月31日　残高  （千円） 5,905,934 3,616,284 △1,499,568 △2,272 8,020,377 7,822 8,028,199

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株　主　資　本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金

その他利益剰
余金

繰越利益剰余
金

平成17年６月30日　残高　（千円） 2,860,570 696,000 120,951 － 3,677,521 3,677,521

事業年度中の変動額

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

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

自己株式の取得    △2,272 △2,272 △2,272

株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額）

      

事業年度中の変動額合計（千円） 2,609,930 2,500,000 △1,564,594 △2,272 3,543,064 3,543,064

平成18年６月30日　残高  （千円） 5,470,500 3,196,000 △1,443,642 △2,272 7,220,585 7,220,585
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

 (1）有価証券

     売買目的有価証券

      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。

 (1）有価証券

     売買目的有価証券

            同左

 (1）有価証券

　　売買目的有価証券

　　　　同左

　

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のないもの 

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの 

　　同左

その他有価証券

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法

(2）たな卸資産

貯蔵品

総平均法

(2）たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

・省エネルギー支援サービス事

業用の有形固定資産

　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。

(1）有形固定資産

・省エネルギー支援サービス事

業用の有形固定資産

　買取りオプションが付与

された固定資産については、

エネルギー供給サービス契

約期間を耐用年数とし、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

測期間を耐用年数とする定

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

(1）有形固定資産

・省エネルギー支援サービス事

業用の有形固定資産

　　　　同左

　

 

 

 ・その他の有形固定資産　 ・その他の有形固定資産　 ・その他の有形固定資産　

 　　定率法 　　定率法

　なお、主な耐用年数は次

のとおりです。

　　　　　　　　　４～15年

　　　　同左

 

 

 (2）無形固定資産

定額法

(2）無形固定資産

　　　　同左

(2）無形固定資産　　　　　

　　　　同左

 　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。

　  

 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

　なお、当中間会計期間におけ

る計上額はありません。 

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

　 

(1）貸倒引当金

　　　　　同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 (2）メンテナンス費用引当金

　省エネルギー支援サービス事

業の機械装置にかかる定期点検

等のメンテナンス費用の支出に

備えるため、その支出見込額の

うち当中間会計期間末までに負

担すべき費用の見積額を計上し

ております。

(2）メンテナンス費用引当金

　　　　　　同左

(2）メンテナンス費用引当金

　省エネルギー支援サービス事

業の機械装置にかかる定期点検

等のメンテナンス費用の支出に

備えるため、その支出見込額の

うち当事業年度末までに負担す

べき費用の見積額を計上してお

ります。

 (3）設備改善費用引当金 

　省エネルギー支援サービス事

業用設備に発生した故障に対す

る修繕費、故障を未然に防ぐた

めの施策費用及び設備停止中に

顧客が被る損失に対する補償等

により、将来発生が見込まれる

諸費用について、合理的に見積

られる金額を計上しております。

（追加情報）

　従来より、省エネルギー支援

サービス事業用設備の不具合が

発生しておりましたが、故障原

因の究明及び設備の改修活動に

積極的に取り組む必要が生じた

ため、当中間会計期間より設備

改善費用引当金を計上しており

ます。なお、これにより、売上

総損失及び営業損失がそれぞれ

222,750千円、税引前中間純損失

が610,248千円増加しております。

(3）設備改善費用引当金 

　省エネルギー支援サービス事

業用設備に発生した故障に対す

る修繕費、故障を未然に防ぐた

めの施策費用及び設備停止中に

顧客が被る損失に対する補償等

により、将来発生が見込まれる

諸費用について、合理的に見積

られる金額を計上しております。

　　　

 

(3) 設備改善費用引当金

　省エネルギー支援サービス事

業用設備に発生した故障に対す

る修繕費、故障を未然に防ぐた

めの施策費用及び設備停止中に

顧客が被る損失に対する補償等

により、将来発生が見込まれる

諸費用について、合理的に見積

られる金額を計上しております。

（追加情報）

　従来より、省エネルギー支援

サービス事業用設備の不具合が

発生しておりましたが、故障原

因の究明及び設備の改修活動に

積極的に取り組む必要が生じた

ため、当事業年度より設備改善

費用引当金を計上しております。

これにより、売上総損失及び営

業損失が、それぞれ189,266千円、

税引前当期純損失が405,115千円

増加しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 (4）契約損失引当金  

　エネルギー供給サービス契約

の損失に備えるため、今後、損

失発生の可能性が高く、かつ、

金額を合理的に見積ることがで

きる契約について、損失見込額

を計上しております。

(4）契約損失引当金  

　　　　　 同左

(4) 契約損失引当金

　　　　　 同左

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

             同左 同左

５．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

　　　　　 同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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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

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当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。なお、これによる損

益に与える影響はありません。

（重要な資産の評価基準及び評価方

法）

　当社は、たな卸資産の評価基準及び

評価方法は最終仕入原価法を採用して

おりましたが、原材料の価格変動を適

時に反映させ、より適正なたな卸資産

の評価額を算定するため、当中間会計

期間より最終仕入原価法による原価法

から総平均法による原価法に変更して

おります。

　この結果、従来と同一の方法によっ

た場合と比べ、売上原価が1,054千円

減少し、売上総利益、営業利益、経常

利益、税金等調整前中間純利益、およ

び中間純利益はそれぞれ同額増加して

おります。

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税引前

当期純損失は53,703千円増加しており

ます。

 なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき当該

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

 　　――――――――  　　　―――――――― （役員賞与に関する会計基準） 

　当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号　

平成17年11月29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。 

　　 ――――――――　  　　　―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

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。これによる損益に与える影響はあ

りません。なお、従来の資本の部に相

当する金額は7,220,585千円です。

　財務諸表等規則の改正により、当事

業年度は、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。

 　　――――――――  　　　―――――――― （自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準）

　当事業年度より、改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準第１号　最終

改正平成17年12月27日）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第２号　最終改正平成17年12月

27日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　財務諸表等規則の改正により、当事

業年度は、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

――――――――――― （中間貸借対照表)

　前中間会計期間において、流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「関係会社短期貸付金」は金額

の重要性が増したため、当中間会計期間より区分掲記い

たしました。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社短期貸付金」は

1,226,000千円です。

 

　前中間会計期間において、固定資産の「投資その他の

資産」に含めて表示しておりました「関係会社株式」は

金額の重要性が増したため、当中間会計期間より区分掲

記いたしました。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」は530,000

千円です。
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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12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計

額   

※１．有形固定資産の減価償却累計

額   

※１．有形固定資産の減価償却累計

額   

 1,955,710千円  3,094,936千円  2,525,202千円 

※２．担保に供している資産    ※２．担保に供している資産    ※２．担保に供している資産   

 ①　機械及び装置 262,650千円 

　上記物件は、一年内返済予定

長期借入金25,000千円、長期借

入金165,000千円の担保に供し

ております。

 ①　関係会社株式 450,000千円 

 上記株式は、子会社㈱中袖ク

リーンパワーの長期借入金の担

保に供しております。　

①　関係会社株式 450,000千円

　上記株式は、子会社㈱中袖ク

リーンパワーの長期借入金の担

保に供しております。

 ②　売掛金 488,549千円 

　　　　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、

一年内支払予定長期未払金

1,009,924千円、長期未払金

9,386,403千円であります。

 ②　機械及び装置 246,080千円 

　　　上記物件は、一年内返済予定長

期借入金22,500千円、長期借入

金142,500千円の担保に供してお

ります。　

②　機械及び装置 254,340千円

　上記物件は、一年内返済予定

長期借入金22,500千円、長期借

入金153,750千円の担保に供して

おります。

 ③　売掛金 537,473千円 

　　　　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57,341千円、一年内支払

予定長期未払金1,766,013千円、

長期未払金10,719,685千円です。

③　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。

※３．当中間会計期間において、国庫

補助金の受入れはありません。な

お、有形固定資産に係る国庫補助

金の受入れによる圧縮記帳累計額

は建物157,582千円、機械及び装

置3,528,351千円であります。 

※３．当中間会計期間において、国庫

補助金の受入れはありません。な

お、有形固定資産に係る国庫補助

金の受入れによる圧縮記帳累計額

は建物157,582千円、機械及び装

置3,550,202千円です。 

※３．当事業年度において、国庫補助

金の受入れにより機械及び装置

21,851千円の圧縮記帳を行いまし

た。貸借対照表計上額はこの圧縮

記帳額を控除しております。

　なお、有形固定資産に係る国庫

補助金の受入れによる圧縮記帳累

計額は建物157,582千円、機械及

び装置3,550,202千円です。

※４．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※４．消費税等の取扱い

      同左

※４． 　―――――――――― 
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※５．中間期末日満期手形の会計処理

については、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      210,000千円

※５.   ――――――――――  

　

※５． 　――――――――――   

　６．偶発債務 　６．偶発債務 　６．偶発債務 

　　　債務保証 　①　債務保証 ①　債務保証

次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保証

を行っております。 

次の関係会社について、金融 

機関からの借入に対し債務保証

を行っております。 

　下記の通り債務保証を行っており

ます。

保証先 金額(千円） 内容 

株式会社岩

国ウッドパ

ワー 

860,000 借入債務

株式会社日

田ウッドパ

ワー 

520,000 借入債務

計 1,380,000  

保証先 金額(千円） 内容 

株式会社岩

国ウッドパ

ワー 

1,988,750 借入債務

株式会社日

田ウッドパ

ワー 

3,000,000 借入債務

株式会社白

河ウッドパ

ワー 

2,700,000 借入債務

計 7,688,750  

保証先 金額（千円） 内容

㈱岩国ウッ

ドパワー
2,096,250 借入債務

㈱日田ウッ

ドパワー
1,740,000 借入債務

㈱白河ウッ

ドパワー
1,350,000 借入債務

洸陽電機株

式会社
12,600 仕入債務

計 5,198,850 ―

　上記の他に、㈱中袖クリーンパ

ワーの土地賃貸借契約等の債務に対

して連帯保証を行っております。

 ②　デリバティブ取引に対する保証

債務

被保証者
契約額等
（千円）

内容

㈱日田ウッド

パワー
2,700,000

金利ス

ワップ

㈱白河ウッド

パワー
2,400,000

金利ス

ワップ

㈱中袖クリー

ンパワー
4,587,000

金利ス

ワップ

計 9,687,000 ―

　上記のデリバティブ取引は、連結

子会社の借入金に関する金利変動リ

スクを回避する目的のものです。

 

②　デリバティブ取引に対する保証

債務

被保証者
契約額等
（千円）

内容

㈱日田ウッド

パワー
2,700,000

金利ス

ワップ

㈱白河ウッド

パワー
2,400,000

金利ス

ワップ

㈱中袖クリー

ンパワー
4,587,000

金利ス

ワップ

計 9,687,000 ―

　上記のデリバティブ取引は、連結

子会社の借入金に関する金利変動リ

スクを回避する目的のものです。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　 14,596千円

消費税等還付加算金

　　　　　　　  1,715千円

　

受取利息　　　 43,799千円

還付加算金      3,690千円

　　　　　　　  

受取利息　　　 52,863千円

受入キャンセル料

　　　　　　 　14,984千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

 　　 　支払利息　  　  1,757千円

　　　　社債発行費　    8,506千円

        契約解除金　　  1,964千円

 

 　　 　支払利息　  　  2,738千円

　　　　

 　　 　支払利息　  　  3,724千円

　　　　新株発行費　    8,506千円

　　　　契約解除金　    5,377千円

※３. 特別損失のうち主要なもの

 　　  設備改善費用引当金繰入額

                      387,498千円

　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、当中

間会計期間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。

 

※３．  ―――――――― ※３. 特別損失のうち主要なもの

 　　　 設備改善費用　212,642千円

        設備改善費用引当金繰入額

                      212,849千円

        減損損失　　　 53,703千円
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額  

 　有形固定資産  558,415千円

　 無形固定資産　  2,648千円

 　有形固定資産　570,019千円

　 無形固定資産　　3,176千円

 　有形固定資産 1,127,907千円

 　無形固定資産     4,373千円

（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７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末

 普通株式（株） 6.89 － － 6.89

 

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末 増　加 減　少 当事業年度末

 普通株式（株） － 6.89 － 6.89

 （変動事由の概要）

 端株の買取による増加 6.89株
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

   （借主側)

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

   （借主側)

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

   （借主側)

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

982,065 25,463 956,602

合計 982,065 25,463 956,602

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

1,246,065 140,684 1,105,381

合計 1,246,065 140,684 1,105,381

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

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

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  　　注）取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。

 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額

 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額

 

(2）未経過リース料期末残高相当

額

１年内 110,292 千円

１年超 846,310 千円

合計 956,602 千円

 　　注）取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

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。

１年内 135,321 千円

１年超 970,059 千円

合計 1,105,381 千円

 　　　　　同左 

１年内 123,205 千円

１年超 961,121 千円

合計 1,084,327 千円

　　　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。  

 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失

 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失

 

(3）支払リース料、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 25,463 千円

減価償却費相

当額
25,463 千円

支払リース料 67,360 千円

減価償却費相

当額
67,360 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

存価格を零とする定額法によって

おります。

 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　同左 

　　(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　同左 
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

２．オペレーティング・リース取引

（借主側)

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

（借主側)

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

（借主側)

未経過リース料

１年内 161,743 千円

１年超 742,815 千円

合計 904,558 千円

　　（減損損失について）  

 　　リース資産に配分された減損損

　　失はありません。 

 １年内 222,828 千円

 １年超 833,931 千円

合計 1,056,760 千円

　　（減損損失について）  

　　　　同左 

１年内 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）   

 　　　　同左 

②　有価証券

　前中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）、当中間会計期間（自　平成18年７月１日　

至　平成18年12月31日）及び前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）において子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

        中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．平成17年12月15日発行の第１回無

担保転換社債型新株予約権付社債は、

平成18年1月19日付で全額株式の転

換が終了しました。

　平成18年１月１日以降の転換によ

り発行済株式総数が13,416.33株増

加するとともに、資本金が

1,700,000千円増加、資本剰余金(資

本準備金）が1,700,000千円増加し

ています。 

 

２．子会社への増資 

　平成18年１月27日開催の当社取締役

会において、当社100％所有の子会社

である株式会社グリーンエナジーホー

ルディングスへの出資を決議いたしま

した。

①出資金額：960,000千円

②出資日：平成18年２月14日 

③出資後の資本金：495,000千円

④出資後の資本剰余金

 　　　　　　　　：765,000千円

⑤増資後の株主構成：当社100％

⑥目的：株式会社グリーンエナジー

ホールディングスの各子会社への増

資 

 

 

 

１．子会社株式の取得　　 

 平成18年12月21日開催の当社取締

役会において、当社の100%子会社株

式会社グリーンエナジホールディン

グスの所有する株式会社袖ヶ浦ウッ

ドパワー、株式会社岩国ウッドパ

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(いずれ

も100%間接所有の連結子会社)の株

式を取得する決議をいたしまし

た。

　この決議に基づき、平成19年１月

31日に株式会社袖ヶ浦ウッドパ

ワー、株式会社岩国ウッドパワー、

株式会社白河ウッドパワーの全株式

を取得いたしました。株式取得の概

要は次のとおりです。

 ①袖ヶ浦ウッドパワー

 　発行済株式数：　1,500株

 　取得株式数：　　1,500株

 　取得価格：　 48,000千円

 

  ②岩国ウッドパワー

   発行済株式数： 19,600株

   取得株式数：　 19,600株

   取得価格：　980,000千円

 

　③白河ウッドパワー 

　 発行済株式数： 19,600株

 　取得株式数：　 19,600株

 　取得価格：　980,000千円

――――――――

 

 

 

 

 ３．子会社への貸付  

 平成18年１月27日開催の当社取締役

会において、当社100％所有の子会社

である株式会社グリーンエナジーホー

ルディングスへの貸付を決議いたしま

した。 

①貸付金額：955,000千円

②貸付日：平成18年２月20日 

③貸付利率：2.5％

④弁済期日：平成20年２月29日 

⑤目的：株式会社グリーンエナジー

ホールディングスの各子会社への増

資 

 ２．子会社増資に伴う株式取得　　　

 当社連結子会社日本森林燃料株式

会社は、平成19年１月25日に有償第

三者割当発行増資を行いました。当

該有償第三者割当発行増資の当社お

よび外部の株式引受状況は次のとお

りです。

 

 日本森林燃料株式会社

 増資発行株式総数：  250株

 発行価格：　　　  200千円

 発行価格総額： 50,000千円　
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

４．取引先の倒産 

   当社の取引先である株式会社スーパー

ツチダは、平成18年２月20日に新潟地

方裁判所長岡支部へ破産申し立てを行

い平成18年２月21日より破産手続きに

入りました。同社に対する同日現在の

債権残高は740千円であり、回収不能見

込額は現在のところ不明であります。

　また、省エネルギー支援サービス事

業用の固定資産54,765千円（平成17年

12月末現在）が同社の店舗内に設置さ

れており、当該固定資産に係る損失額

は確定しておりません。なお、当該固

定資産に係る割賦債務が57,704千円（平

成17年12月末現在）あります。

 

 ①当社の引受状況

  割当引受株式数：　 150株

  発行価格：　　　 200千円

  引受総額：　  30,000千円

 

 ②外部の引受状況　

　割当引受株式数：　 100株

　発行価格：　　 　200千円

　引受総額： 　 20,000千円

 

 

 

 

 

 

 

５．重要な子会社の設立 

　　平成18年２月14日開催の当社取締

　役会において、下記の要領による

子会社の設立を決議しました。

　①商号：日本森林燃料株式会社

　②代表者名：高木　勝

　③本店所在地：東京都中央区

　④設立：平成18年４月予定

　⑤事業内容：木炭燃料及び農業・土

木資材の製造・販売

　⑥決算期：６月

　⑦資本金：20,000千円

　⑧発行株式数：400株

　⑨株主構成：当社 51％、高木勝

37％、有限会社IESP 

12％ 

 

　

 

６．子会社への貸付

 　 平成18年２月14日開催の当社取締

役会において、当社100％所有の子会

社である株式会社フェスコパワース

テーション滋賀への貸付を決議いた

しました。

　①貸付金額：590,000千円

　②貸付日：平成18年２月28日 

　③貸付利率：2.5％

　④弁済期日：平成19年２月28日

　⑤目的：工事代金支払     
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