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1.  20年6月期の連結業績（平成19年7月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年6月期 14,926 41.2 △695 ― △1,017 ― △1,115 ―

19年6月期 10,572 51.7 88 ― 12 ― 218 ―

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年6月期 △13,860.96 ― △14.5 △2.8 △4.7

19年6月期 3,151.72 2,941.52 3.0 0.0 0.8

（参考） 持分法投資損益 20年6月期  ―百万円 19年6月期  ―百万円

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

20年6月期 37,643 7,533 20.0 84,578.46
19年6月期 34,318 7,884 22.9 105,133.88

（参考） 自己資本  20年6月期  7,528百万円 19年6月期  7,861百万円

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

20年6月期 1,638 △6,022 3,726 3,256
19年6月期 906 △6,950 6,481 3,914

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年6月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

20年6月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

21年6月期 
（予想）

― ― ― ― 0.00 ――― ― ―――

3.  21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 8,600 23.5 146 ― △117 ― △143 ― △1,606.56

通期 17,400 16.6 610 ― 145 ― 80 ― 898.78
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、25ページ「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」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 2社 （社名 株式会社新潟ニューエナジー、株式会社バイオネンサービス） 除外 1社 （社名 日本森林燃料株式会社）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年6月期 89,010株 19年6月期 74,786株

② 期末自己株式数 20年6月期 ―株 19年6月期 6株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年6月期の個別業績（平成19年7月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年6月期 11,193 19.6 △632 ― △597 ― △678 ―

19年6月期 9,357 37.8 41 ― 162 ― 251 ―

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 銭 円 銭

20年6月期 △8,432.94 ―

19年6月期 3,635.92 3,393.43

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

20年6月期 23,205 9,005 38.8 101,175.17
19年6月期 23,871 8,800 36.9 117,638.57

（参考） 自己資本 20年6月期  9,005百万円 19年6月期  8,800百万円

2.  21年6月期の個別業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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４ページを参照してください。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 6,100 11.3 △100 ― △77 ― △79 ― △887.54

通期 12,500 11.7 5 ― 75 ― 59 ― 662.85
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当年度におけるわが国経済は、大企業を中心に企業収益の改善が進んだことを背景に設備投資や雇用情勢は比較的

堅調に推移しましたが、一方では原油高を起点としてエネルギー・原材料価格が上昇の傾向にあり景気の動向は鈍化

しております。また、米国のサブプライム問題に端を発した株価の低迷により、先行きの不透明感は一段と深刻化し

た状態となってまいりました。

　当業界におきましては、京都議定書における削減コミット期間に入ったことを受け、産業界全体で温暖化ガスの排

出削減に向けた取組みが本格化しつつあります。

　当社グループでは、従来の省コストという視点から、より積極的なカーボンコントロールという新たなニーズに対

応すべく事業組織の変革に取組んでまいりました。しかしながら、エネルギー・原材料コスト増の推移は予想した水

準を大きく上回り、省エネルギー支援サービス事業、グリーンエナジー事業の収益を圧迫し、また、電力ビジネス事

業についても小売事業に関する収益計画を未逹ならしめる結果となりました。

 

（省エネルギー支援サービス事業）

　省エネルギー支援サービス事業については、オンサイト発電機関のメンテナンスを主な業務としておりました100％

子会社である㈱フェスコメンテナンスを吸収合併し、業務の効率化・人材の有効活用を推進いたしました。事業状況

としては、従来のスーパーマーケット、商業ビル等の業務系施設に対する省エネルギー支援サービスに加え、新たに

エネルギー管理を義務付けられた中規模生産系事業者に対しても積極的に営業活動を展開してまいりました。今後、

期待されている国内の二酸化炭素排出削減量に関する取引についても、大都市圏の取引所開設支援等、エネルギー使

用量の総量削減に資する側面的な活動として展開する一方、様々な顧客ニーズに対応できるよう社内環境の整備を実

施しております。また、新たな試みとして、生産系事業におけるリサイクル事業の推進や二酸化炭素吸収型の設備提

案を進めてまいりました。

　しかしながら、燃料価格の高止まりの影響を受けオンサイト発電事業は新規案件が大幅に減少し、既存のオンサイ

ト設備においても発電量を抑制したほか、業務系施設への省エネルギー支援サービスでは案件の小口化や競争環境の

激化等により同事業セグメント全体の成績は、当初計画を下回る結果となりました。

 

（グリーンエナジー事業）

　グリーンエナジー事業では、第１号機である㈱岩国ウッドパワーにおいて燃料の保管・選別等一部設備の改修追加

を実施し、安定操業に一定の成果を上げております。一方、木質燃料の調達においては昨年の建築基準法改正の影響

や、化石燃料高騰の影響による代替としての木質バイオマス燃料の需要増により、建築・土木系解体残材の流通量が

逼迫し、３基の木質バイオマス発電所それぞれで深刻な燃料調達不足の状況に陥りました。この結果、当社グループ

のすべての発電所において、当初計画した発電量を大幅に下回る結果となり、大幅な赤字を計上することとなりまし

た。この対策として、平成20年１月に木質バイオマス燃料の専門調達会社である㈱バイオネンサービスを設立し、徐々

にではありますが安定確保に向け成果を上げております。

 

（電力ビジネス事業）

　電力ビジネス事業におきましては、平成19年10月に㈱中袖クリーンパワーの発電所が稼働を開始し、関東地区にお

ける当社電力の安定供給に寄与しております。しかし、第１四半期にあたる平成19年７月～９月の夏季繁忙期におい

ては系統電力会社の大型発電所のトラブルの影響等により、市場電力単価が高騰し、それまで積上げてきた関東地区

の電力小売契約で大幅な赤字を計上することとなりました。第２四半期以降、同事業セグメントの業績は回復したも

のの、ベース電源となる当社グループの木質バイオマス発電所の発電量抑制等の影響もあり当初計画した収益に及ば

ない結果となりました。電力小売事業においては、卸電力市場より購入する電力単価のリスクを極力排除し、グルー

プ内調達電力の最適化を図るべく受給バランスのよいポートフォリオの構築に着手いたしました。また、関東・東北

地区での調整・ミドル電力発電所とすべく平成19年７月に100％子会社として㈱新潟ニューエナジーを設立いたしまし

た。平成20年10月稼働を目指し建設工事を進めております。これに先がけ、東北地区においても電力小売事業を開始

いたしました。

 

　当年度においては、営業外収益に発電所設置により所在地の地方公共団体からの事業創出に係る奨励金、所轄系統

電力会社からの工事負担金の返戻金等を計上いたしました。一方、営業外費用では、発電所建設資金に係る借入金利

息が大幅に増加いたしました。また、特別要因の費用としては、日本森林燃料㈱の全株式を売却したことによる損失

のほか、不採算事業の契約解除による違約金、本社の移転費用等を計上しております。

  以上の結果、当年度の連結業績は売上高が14,926,228千円、営業損失として695,167千円、経常損失として1,017,139

千円、当期純損失として1,115,035千円となりました。　　
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　　  各事業セグメント別の売上高及び営業利益は下記のとおりです。　　　　　　　（単位：千円）

事業の種類別セグメント 売上高 営業利益

 省エネルギー支援サービス事業 5,039,296 △19,384

 グリーンエナジー事業 1,381,808 △455,977

 電力ビジネス事業 8,505,123 100,905

 全社(共通) － △320,711

 合計 14,926,228 △695,167

 

[次期の見通しについて]

  平成21年６月期については、３つのＥＳＣＯ事業におけるリスク要素を極力抑制するとともにあらゆる分野で、そ

の取組みが具体化すると見込まれる二酸化炭素排出量削減の実行プログラムに呼応して、新たな付加価値の創造を

図ってまいります。

  従来の省コストを主体とする省エネルギー提案から、新たな顧客ニーズに対応するため事業組織構造を一新し、今

までに構築した３つのＥＳＣＯ事業をソリューションとして、カーボンマネジメントをキーワードに統合的なサービ

スの展開を推進してまいります。

 

（省エネルギー支援サービス事業）

　省エネルギー支援サービス事業では、産業系、業務系の既存顧客に対するサービスの拡充策として、施設内のエ

ネルギー利用度合い、とりわけ二酸化炭素の排出量を可視化するメニューを積極的に提案し、エネルギー使用総量

の具体的低減に取組んでまいります。

  また、中小の産業系顧客や多店舗型商業施設を保有する業務系顧客のエネルギー改善施策への提言等により獲得

された二酸化炭素排出削減量は、削減量そのものが付加価値の有する権利として商業利用が可能となるよう整備を

進めてまいります。

  当社グループの保有する木質バイオマス発電所から創出される電力は、二酸化炭素排出フリーの電力であること

の付加価値をより高め、加えて、新エネルギークレジットとしての価値をより効果的に発揮するよう事業セグメン

トの連携をさらに強化してまいります。

 

 （グリーンエナジー事業）

　グリーンエナジー事業につきましては、安定的な燃料確保を主眼として従来の建築・土木残材の集荷ルートの拡

大に加え新たなルート開発を積極的に推進してまいります。バイオマス専焼発電所としての運営ノウハウをより強

固なものにするべく知名度、認知度を高め、カーボンオフセット等の新たな付加価値を創出してまいります。

 （電力ビジネス事業）

　電力ビジネス事業では、調達電力及び燃料価格変動のリスクに備えるため、一定の価格で提供する電力小売顧客

に対する販売ボリュームを抑制し、フレキシブルな運営を推進してまいります。

 

　上述のような外部環境の変化に対応した施策を積極的に取入れ、省エネルギー支援サービス事業では、今までとは

異なる付加価値の創造により新規顧客の獲得に注力してまいります。同事業セグメントは、顧客の設備導入に関する

補助金の申請、採択が下半期に傾倒するため事業収支は下期に偏重する傾向にあります。グリーンエナジー事業では、

燃料確保による稼働率向上、安定操業はもちろんのこと、コスト増加分の一部を販売価格へ転嫁することにより収益

確保に努力してまいります。電力ビジネス事業では、グリーンエナジー事業のコスト増加分を吸収してなお収益を確

保するため、電力小売事業と卸電力取引市場の積極的活用のバランスを見直してまいります。

　平成20年６月期で顕在化したさまざまなリスクを分散、排除することにより営業収益を黒字化することを最重要課

題と認識し、鋭意邁進する所存です。

  一方、当社グループの子会社発電所は、その建設資金を銀行借入により調達しております。その結果、見込みの事

業収益は営業利益に比し、経常利益は大幅に減少いたします。

  こうした状況の下、平成21年６月期の業績見通しにつきましては、各事業の進捗を慎重に勘案し、連結売上高17,400

百万円、連結経常利益145百万円、連結当期純利益80百万円及び個別売上高12,500百万円、個別経常利益75百万円、

個別当期純利益59百万円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業キャッシュ・フローは増加したも

のの、㈱中袖クリーンパワーの発電所設備の投資で資金を支出したことにより前年同期と比較して657,263千円減少し、

当連結会計年度末では3,256,955千円となりました。

　当連結会計年度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）

  営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純利益がマイナスとなったものの、減価償却費等の非資金科目

の戻入、仕入債務の増加並びに引当金の増加の結果、1,638,852千円(前年同期比80.8％増)となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、6,022,296千円(前年同期比13.4％減)となりました。これは主として、㈱中袖ク

リーンパワーのガスタービン発電設備の建設に係る有形固定資産の取得による支出です。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により得られた資金は、3,726,181千円(前年同期比42.5％減)となりました。主な要因は投資活動に支出し

た資金の調達のため主要取引金融機関と締結している貸出コミットメント型シンジケート・ローンの借入実行と第三

者割当増資による株式発行収入です。

 

 　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18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

自己資本比率（％） 21.5 22.9 20.0

時価ベースの自己資本比率（％） 26.0 17.6 7.4

債務償還年数（年） 9.4 12.5 9.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.1 4.8 4.5

 （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

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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、経営計画が順調に進捗した場合は当分の間旺盛な資金需

要が続くことが見込まれます。　　

  株主の方々への利益還元には充分に配慮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グ

ループが持続的に成長発展を遂げることであるとの認識の下、現在まで利益処分による配当は実施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。
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 (4）事業等のリスク

 「事業等のリスク」には、当社グループの財政状態、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を記載しております。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。

  将来に関する事項は、現在において、当社グループ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。当社グループ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、又は失われることにより当社グループの提案が採用されず、当社グループの業

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事業の一つのサービス・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グループが調達する必要があります。重油・ＬＮ

Ｇ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又は著しい高騰等の

事象が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④設備の安定稼動について

　当社グループ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）等の運営においては、設備が安定稼

動するようにメーカー及びメンテナンス会社と十二分に協議を重ね、保守・点検を実施し、運営を行っております。

　しかしながら、当社グループの想定外の理由に伴い、計画した稼動を行うことが出来ず、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。
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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日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制度を背景として、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

ギー源とした発電所を、山口県岩国市、大分県日田市、福島県白河市の３ヵ所で操業しております。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。

①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す。当社グループが

燃料として使用するバイオマス燃料は、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」）からバイオマス燃料を購入いたし

ます。安定的な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

造会社からバイオマス燃料の供給が中断する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②バイオマス燃料の品質の確保について

　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と共に、その品質の安定化が

重要です。

　当社グループは、上述の通り燃料製造会社と安定供給のための契約書や合意書を取り交わし、バイオマス燃料を購

入いたしておりますが、自然災害等の不測の事態により、想定された規格に満たない品質の燃料、もしくは燃料に異

物が混入した場合には、発電設備に重大な損傷を与える可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

③設備の安定稼動について

　バイオマス発電所の運営においては、設備が安定稼動するようにメーカー及びメンテナンス会社と十二分に協議を

重ね、保守・点検を実施し、運営を行っております。しかしながら当社グループの想定外の理由に伴い、計画した発

電を行うことが出来ず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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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(注)は電気料金を段階

的に引下げてきました。  

（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。

①電力小売価格について

　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しておりますが、当

社グループ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、当社グループの事業計画、

事業運営及び業績に悪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、当社グループの信

用状態又はその他の要因のために当社グループ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

グループの事業展開及び収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。

②設備安定稼動について

　当社グループは、電力小売用電源の運営において、設備が安定稼動するようにメーカー及びメンテナンス会社と十

二分に協議を重ね、保守・点検を実施し、運営を行っておりますが、当社グループの想定外の理由に伴い、計画した

発電を行うことが出来ず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

③需給管理について

　当社グループは、電力販売先の需要動向を予測し、当社グループ所有の電源設備からの発電、一般電気事業者等と

の契約電源及び電力小売市場等から必要電力の調達及び余剰電力の売却を行うことで、需給管理を行っております。

　しかしながら、当社グループの想定し得ない事態によって需給管理にミスマッチが生じ、当社グループが計画して

いた価格での電力小売取引が行えない場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

④燃料価格の上昇について

　当社グループの所有する電源設備は、重油・ＬＮＧ等の発電用燃料を使用するものがあります。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、又は著しい高騰等の事象

が発生し、当社の想定した以上の燃料価格の上昇が発生した場合には、当社の事業計画、事業運営及び業績に悪影響

を及ぼす可能性があります。

 

4.自然災害及び不測の事故等について

　当社グループ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）及び現在建設中及び将来建設するバ

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、燃料供給の中断又はその他の不測の

事態により、事業運営に支障を来たし、ひいては顧客企業、周辺地域に悪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、当社グループの事業運営や業績に悪影響を及ぼす可能性が高いと思われます。
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6.法的規制について

　当社グループの事業の一部は、「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。

　当社グループが保有するオンサイト発電設備においては、廃油（エンジンオイル）の処理が必要であり、当社グルー

プは排出者として「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。

　当社グループがこれら法律及び規制を遵守できなかった場合には、当社グループの事業運営や業績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

 

7.新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

　当社グループは、役員、従業員及び業務委託者に対するインセンティブを目的としてストックオプション制度を導

入しております。旧商法第280条ノ19に基づく新株引受権及び旧商法の第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権を当社グループの役員、従業員及び業務委託者に対して付与しております。

　現在付与している新株予約権に加えて、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式価値が

希薄化する可能性があります。  
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２．企業集団の状況
  当社グループは、当社及び子会社８社によって構成されるエネルギー・サービス企業（ＥＳＣＯ＝Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅ

ｒｖｉｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ）です。

　当社グループでは、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である「顧客指向型ＥＳＣＯ（省エネ

ルギー支援サービス事業）」、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ある「環境再生型ＥＳＣ

Ｏ（グリーンエナジー事業）」及び電力小売・電力の市場取引事業である「市場取引型ＥＳＣＯ（電力ビジネス事業）」

の３つの事業部門を営んでおります。

 (1) 省エネルギー支援サービス事業

　省エネルギー支援サービス事業とは、企業等の顧客設備の省エネルギーを支援するサービスです。

　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。

　顧客との契約に基づき使用エネルギーの削減分の中から当社の収入を確保するとともに、顧客は省エネルギーのため

の初期投資費用を負担することなく省エネルギーを達成できるというビジネスモデルです。

 (2) グリーンエナジー事業

　グリーンエナジー事業は、再生可能な自然エネルギーを商業的に電力に転換する事業です。ＣＯ２の排出削減等の社

会的な環境改善ニーズに対応し、再生可能な自然エネルギーの中で特に木質バイオマス（注）をエネルギー源とした環

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。

（注）木質バイオマス

バイオマスとは生物資源（ｂｉｏ）の量的（ｍａｓｓ）を表す概念で「再生可能な、生物由来の有機性資源で化

石資源を除いたもの」とされています。

木質バイオマスは、樹木に由来する有機物であって、エネルギー源として利用できるものをいいます。当社グ

ループが手がける新エネルギーによる発電事業は、製材所や木工加工メーカー等から排出される廃材や、建築解

体現場から排出される建築廃材等を、選別・破砕した木質チップを発電用燃料とするものです。バイオマス資源

は、植物が光合成によって空気中の二酸化炭素を取り込んで成長するため、バイオマスの燃焼により放出される

二酸化炭素は、地球規模において二酸化炭素のバランスを崩さない「カーボン・ニュートラル」であるとされて

います。また、バイオマス資源は、石油などの化石燃料とは違い、適正な管理を行えば半永久的に枯渇すること

なく利用可能な「再生可能資源」として注目されています。

 (3) 電力ビジネス事業

　電力ビジネス事業は、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て、

電力小売事業及び電力の市場取引を行います。

 

 

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 
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これらの事業における企業集団の事業系統図は次のとおりです。

 

　　事業系統図

 株 式 会 社 フ ァ ー ス ト エ ス コ 

環境再生型ESCO 
（グリーンエナジー事業） 

市場取引型ESCO 
（電力ビジネス事業） 

需要側ESCO 供給側ESCO 

顧客指向型ESCO 
（省エネルギー支援サービス事業） 

照明・空調・動力 
生産設備等の省エネ
ルギー 

オンサイト発電事業 

顧    客 

電力及び 
ＲＰＳの販売 

バイオマス発電燃料販売会社 

㈱ﾊﾞｲｵﾈﾝｻｰﾋﾞｽ(注８) 

バイオマス発電事業会社 

㈱岩国ｳｯﾄﾞﾊﾟﾜｰ(注１) 

㈱日田ｳｯﾄﾞﾊﾟﾜｰ(注２) 

㈱白河ｳｯﾄﾞﾊﾟﾜｰ(注３) 

発電事業会社 

㈱ﾌｪｽｺﾊﾟﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ滋賀(注４) 

㈱ﾌｪｽｺﾊﾟﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ群馬(注５) 

㈱中袖ｸﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ(注６） 

電力事業者 
（電力会社またはPPS） 

出 資 

出 資 

電力及びＲＰＳの販売 

電力の販売 

出 資 電力の販売 

メンテナンスの
実施 

省エネルギーの実施 

バイオマス燃料の販売 

㈱新潟ﾆｭｰｴﾅｼﾞｰ(注７) 

　（注１）　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２）　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、平成18年11月に商業運転を開始しております。

　（注３）　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、平成18年10月に商業運転を開始しております。

　（注４）　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５）　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。平成18年10月に商業運転を開始しております。

　（注６）　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。平成19年10月に商業運転を開始しております。

　（注７）　株式会社新潟ニューエナジーは、電力小売用電源の運営事業会社として、平成19年７月３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20年10月に向けて現在発電所を建設中です。

　（注８）　株式会社バイオネンサービスは、バイオマス発電所の燃料の収集及び販売を行うために、平成20年１月23日

に設立した当社66.6％出資の連結子会社です。

　（注９）　森林資源等の炭化燃料の製造及び販売を目的として設立いたしました日本森林燃料㈱については、事業性に

確信を持てないとの判断から当社持分62%のすべての株式を平成20年６月に売却し、当年度末をもって連結

子会社より除外することになりました。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　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）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とした経営基盤を確立するべく、省エネルギー支援サービス事業の展開に加え、グリーン

エナジー事業及び電力ビジネス事業の収益性の向上に努めてまいります。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。

 

 (3) 中長期的な会社の経営戦略

  ７月の洞爺湖サミット開催によるマスメディアの報道等により一般消費者の環境に対する問題意識や省エネルギー

に対する認識は飛躍的に向上してまいりましたが、一方で、世界的な一次エネルギーの高騰は、生産者側での価格吸

収の範囲を超え商品の価格へと転嫁される状況となってきております。一次エネルギーのコントロールによる生産コ

スト低減はもとより、当社では今後の重点戦略として包括的なエネルギー総量の低減や温暖化ガスの排出抑制を主眼

とした再生可能エネルギー、リサイクル手法を活用した省エネルギー支援の分野に経営資源を傾注してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

  当社グループでは、「環境と経済が両立する社会づくりへの貢献」を企業理念に掲げ、３つのＥＳＣＯ事業のシナ

ジー効果を発揮すべく事業領域を拡大してまいりました。しかしながら、エネルギー・原材料価格高騰の影響により、

省エネルギー支援分野では化石燃料を主体とするオンサイト発電需要は低迷し、電力供給は電力会社に回帰する流れ

となっております。また、化石燃料の代替となる新エネルギー分野へも様々な業種からの参入が進み、バイオマス燃

料においては価格の高騰が急速に進む一方、コスト上昇分を販売価格へ転嫁できない状況が続いております。

  他方、一般消費者を巻き込んだ省エネルギー、とりわけ二酸化炭素の排出量削減への取組みは、日に日にその認識

が深まり国民が一丸となって推進すべき課題との意識が高まってきております。

  これらの外部環境の変化に対応して、従来の省コスト重視の営業方針から脱却し、新たな方向性としてエネルギー

管理を推進、カーボンマネジメントを軸とする高付加価値のビジネスモデルに転換することが課題であると認識して

おります。加えて、燃料などの調達に関する価格変動リスク、市場電力調達における価格変動リスク、及び販売側の

価格固定リスクなどを総合的に認識、管理する体制を整備することが重要な課題であると認識しております。

  なお、当社グループの各事業セグメント別の対処すべき課題は次のとおりです。

 

＜省エネルギー支援サービス事業＞

  当連結会計年度においては、顧客企業のオンサイト発電設備のメンテナンスを主業とする子会社を統合し、コスト

の低減と人的資源の有効活用を図る等の施策を実施いたしましたが、相次ぐ燃料高騰の影響を吸収し切れず不本意な

結果となりました。産業系施設を対象とした事業では、カーボンマネジメントを主体としたよりきめ細やかなエネル

ギー管理を推進し、生産設備のほか工場全体のエネルギー利用分布の計測や環境リサイクル設備等の提案など、より

高いレベルでのエネルギーサービスの提供を推進しております。

  また、業務系施設を対象とした省エネルギー支援サービスについても、従来の省コストを主眼としたエネルギー消

費量の削減に加え、顧客への提案にカーボンマネジメントを融合させた新たな付加価値の創造を目指したサービスに

注力していく方針です。当社グループの差別化として、二酸化炭素排出フリーのバイオマス電力の知名度及び認知度

を高め、環境負荷軽減に向けた多様なサービスの拡充を図っていくことが課題であると認識しております。

 これらの課題を解決すべく当社グループ内の各事業をより有機的に統合し、効率的な運営をすることを課題と認識し

ております。　 　
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＜グリーンエナジー事業＞

  当連結会計年度においては、３基の木質バイオマス発電所の燃料調達が極めて難しい状況が続き、稼働率が大幅に

低下する事態となりました。こうした状況を打開するため、東北地区でバイオマス燃料、とりわけ木質チップの収集

取次ぎを専業とする子会社を立上げ、発電所への安定供給を図っております。今後、建築・解体・土木残材の従来の

集荷ルートに加え、代替となる新たな収集スキームを他の地区でも積極的に開発してまいります。これらの発電所の

安定稼働、収益性の向上が極めて重要な課題であります。

  一方、二酸化炭素排出フリー電力としての付加価値を高めるべく、販売電力価格の固定リスクを極力低減し、ＲＰ

Ｓやグリーン証書クレジットとしての環境価値を最大限に活用できるよう従前のビジネスモデルを再構築することも

重要な課題と認識しております。

  また、今後のグリーンエナジー事業の中長期的な展望では、これまでの３基の木質バイオマス発電所建設の経験を

活かし、木質チップに加えてその他のバイオマス燃料を活用した、より効率的な発電所の開発が必要であると認識し

ております。

 

＜電力ビジネス事業＞

  電力ビジネス事業では、関西地区、関東地区のサービス拡充により一定規模の事業領域を確保してまいりましたが、

当年度におきましては原価を構成する燃料価格、市場調達電力の変動リスクが顕著に業績に影響を与えることとなり

ました。こうしたリスクを排除し、安定的な収益を確保することが重要な課題と認識しております。

  昨年７月から９月の夏季期間においては、いわゆる猛暑の影響により電力需要は大幅に高まりました。加えて電力

会社の原子力発電所のトラブルなどの影響により卸電力市場の取引価格が高騰することとなりました。当社では、販

売電力の一部を市場調達に依存していたため、この影響をまともに受けることとなり、大幅な原価の上昇を招くこと

となりました。また重油、ガスの価格も期初から上昇し、同事業の収益を大きく圧迫する要因となりました。

  こうした状況のもと、グループ内各発電所からの調達電力と小売契約の規模および、市場取引のバランスを最適に

保つため、一部の小売契約については縮小、見直しに着手し、卸取引市場の積極的な活用を開始しております。さら

に、事業収益性の回復が見込めるまでは、新規の電源開発については行わない方針です。

　これらの個別事業それぞれの課題に対応し、全体としての事業規模拡大と収益性の向上を目指すため、機動的な組

織運営を展開してまいります。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どうぞ

よろしくお願いいたします。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年６月30日）

当連結会計年度
（平成20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 4,760,773 5,080,554

２．受取手形及び売掛金 ※1,4 1,852,512 2,099,961

３．たな卸資産 286,564 185,766

４．繰延税金資産 713 －

５．その他 432,534 650,532

　　貸倒引当金 △800 △600

流動資産合計 7,332,298 21.4 8,016,215 21.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ※1,2 4,375,506 4,895,494

減価償却累計額 394,254 3,981,252 591,417 4,304,076

(2) 機械装置及び運搬具 ※1,2 20,955,631 28,433,063

減価償却累計額 3,755,613 17,200,018 5,462,331 22,970,732

(3) 工具、器具及び備品 ※２ 146,498 161,698

減価償却累計額 53,123 93,375 86,268 75,430

(4) 土地 809,579 809,579

(5) 建設仮勘定 3,772,404 209,480

有形固定資産合計 25,856,630 75.3 28,369,299 75.4

２．無形固定資産 ※２ 327,032 1.0 329,072 0.9

３．投資その他の資産

(1) 破産更生債権等 － 262

(2) 長期前払費用 527,460 476,477

(3) 繰延税金資産 10,315 －

(4) その他 264,416 452,716

　　貸倒引当金 － △262

投資その他の資産合計 802,192 2.3 929,193 2.4

固定資産合計 26,985,856 78.6 29,627,565 78.7

資産合計   34,318,154 100.0  37,643,780 100.0
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前連結会計年度
（平成19年６月30日）

当連結会計年度
（平成20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 1,002,934 1,716,343

２．一年内返済予定長期借入金 ※１ 793,423 1,785,909

３．未払金 ※１ 651,264 438,227

４．一年内支払予定長期未払金 ※１ 1,699,773 1,632,863

５．未払法人税等 73,327 100,579

６．メンテナンス費用引当金 207,880 210,020

７．設備改善費用引当金 21,538 －

８．契約損失引当金 65,717 110,627

９．その他 395,646 120,481

流動負債合計 4,911,506 14.3 6,115,051 16.3

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 10,515,211 13,037,218

２．長期未払金 ※１ 9,937,915 9,144,326

３．メンテナンス費用引当金 107,708 244,797

４．契約損失引当金 413,582 813,527

５．その他 547,680 755,594

固定負債合計 21,522,098 62.7 23,995,462 63.7

負債合計 26,433,605 77.0 30,110,514 80.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 6,150,394 17.9 6,594,869 17.5

２．資本剰余金 3,840,584 11.2 4,283,079 11.4

３．利益剰余金 △1,762,032 △5.1 △2,879,339 △7.7

４．自己株式 △2,272 △0.0 － －

　　株主資本合計 8,226,673 24.0 7,998,609 21.2

Ⅱ　評価・換算差額等

１．繰延ヘッジ損益 △364,762 △1.1 △470,280 △1.2

    評価・換算差額等合計 △364,762 △1.1 △470,280 △1.2

Ⅲ　新株予約権 3,129 0.0 － －

Ⅳ　少数株主持分 19,508 0.1 4,938 0.0

純資産合計 7,884,549 23.0 7,533,266 20.0

負債純資産合計 34,318,154 100.0 37,643,780 100.0

－ 13 －



(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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 10,572,288 100.0 14,926,228 100.0

Ⅱ　売上原価 9,539,309 90.2 14,658,754 98.2

売上総利益又は
売上総損失(△)

1,032,979 9.8 267,474 1.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 944,129 9.0 962,641 6.5

営業利益又は営業損失(△) 88,849 0.8 △695,167 △4.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 978 6,555

２．事業所設置奨励金 44,666 62,266

３．電力工事負担金返戻益 － 79,342

４．損害補償金 40,288 －

５．債務免除益 11,132 －

６．その他 18,028 115,093 1.1 4,690 152,854 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 188,294 445,593

２．その他 2,886 191,180 1.8 29,233 474,826 3.1

経常利益又は経常損失(△) 12,762 0.1 △1,017,139 △6.8

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 354 200

２．設備改善費用引当金戻入益 73,185 －

３．破産債権分配金 14,979 －

４．保険金収入 187,132 －

５．発電設備瑕疵求償収入 27,217 －

６．持分変動利益  825 303,695 2.9 － 200 0.0

Ⅶ　特別損失

１．契約損失引当金繰入額  32,000 －

２．関係会社株式売却損  － 28,712

３．契約解除違約金  － 31,000

４．本社移転費用  － 8,510

５．投資有価証券評価損  6,329 38,329 0.4 1,700 69,923 0.5

税金等調整前当期純利益又は税金
等調整前当期純損失(△)

278,128 2.6 △1,086,863 △7.3

－ 14 －



前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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
（％）

法人税、住民税及び事業税 38,547 18,510

法人税等調整額 28,071 66,618 0.6 11,029 29,540 0.2

少数株主損失 6,886 0.1 1,368 0.0

当期純利益又は
当期純損失(△)

218,396 2.1 △1,115,035 △7.5

－ 15 －



(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　

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18年６月30日　残高 (千円） 5,470,500 3,196,000 △1,980,429 △2,272 6,683,798

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 679,894 644,584   1,324,478

当期純利益   218,396  218,396

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 (千円） 679,894 644,584 218,396 － 1,542,875

平成19年６月30日　残高　(千円） 6,150,394 3,840,584 △1,762,032 △2,272 8,226,673

 評価・換算差額等

新株予約権 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18年６月30日　残高　(千円） △201,947 △201,947 － 8,929 6,490,779

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使）     1,324,478

当期純利益     218,396

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額）
△162,814 △162,814 3,129 10,579 △149,105

連結会計年度中の変動額合計 (千円） △162,814 △162,814 3,129 10,579 1,393,769

平成19年６月30日　残高　(千円） △364,762 △364,762 3,129 19,508 7,884,549

－ 16 －



当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　

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19年６月30日　残高 (千円） 6,150,394 3,840,584 △1,762,032 △2,272 8,226,673

連結会計年度中の変動額

新株の発行 444,475 442,495   886,971

当期純利益   △1,115,035  △1,115,035

自己株式の処分   △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 (千円） 444,475 442,495 △1,117,307 2,272 △228,064

平成20年６月30日　残高　(千円） 6,594,869 4,283,079 △2,879,339 － 7,998,609

 評価・換算差額等

新株予約権 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19年６月30日　残高　(千円） △364,762 △364,762 3,129 19,508 7,884,549

連結会計年度中の変動額

新株の発行     886,971

当期純利益     △1,115,035

自己株式の処分     －

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額）
△105,518 △105,518 △3,129 △14,570 △123,218

連結会計年度中の変動額合計 (千円） △105,518 △105,518 △3,129 △14,570 △351,282

平成20年６月30日　残高　(千円） △470,280 △470,280 － 4,938 7,533,266

－ 17 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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(△)

278,128 △1,086,863

減価償却費 1,609,195 1,972,019

有形固定資産売却益 － △66

無形固定資産売却損 － 498

設備改善費用引当金戻入益 △73,185 －

投資有価証券評価損 6,329 1,700

関係会社株式売却損　 － 28,712

メンテナンス費用引当金の増加額又は減少
額(△)

10,829 139,229

設備改善費用引当金の増加額又は減少額(△) △336,192 △21,538

契約損失引当金の増加額又は減少額(△) 332,693 444,853

受取利息及び受取配当金 △978 △6,555

支払利息 188,294 445,593

売上債権の減少額又は増加額(△) △749,007 △247,449

たな卸資産の減少額又は増加額(△) △95,261 100,797

その他の資産の減少額又は増加額(△) 117,786 8,403

仕入債務の増加額又は減少額(△) △363,175 651,437

預り金の増加額又は減少額(△) 5,975 97,510

未収消費税等の減少額又は増加額(△) △5,841 △314,612

未払消費税等の増加額又は減少額(△) 17,601 △43,242

その他の負債の増加額又は減少額(△) 109,128 △149,546

小計 1,052,319 2,020,881

利息及び配当金の受取額 929 6,509

利息の支払額 △138,169 △427,265

法人税等の支払額 △152,112 △26,036

法人税等の還付額 143,526 64,763

営業活動によるキャッシュ・フロー 906,492 1,638,852
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前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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

定期預金預入による支出 △130,000 △189,417

有価証券の売却による収入 99,531 －

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる収入

－ △14,069

有形固定資産の取得による支出 △7,204,241 △5,694,404

有形固定資産の売却による収入 － 1,000

取得資産に係る国庫補助金の受入額 556,843 －

無形固定資産の取得による支出 △28,908 △10,337

無形固定資産の売却による収入 － 2,531

長期前払費用の支出 △194,917 △7,453

貸付金の貸出による支出 △15,000 △30,000

貸付金の回収による収入 － 15,000

投資有価証券の取得による支出 － △2,500

保証金の増加額 △34,900 △115,006

保証金の返還による収入 1,338 22,459

その他 △100 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,950,353 △6,022,296

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 5,590,000 4,641,000

長期借入金の返済による支出 △314,998 △1,126,507

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

1,298,443 1,678,738

割賦債務の支払額 △1,456,667 △1,563,694

株式の発行による収入 1,311,962 879,271

少数株主からの払込による収入 20,000 5,000

少数株主からの株式買取支出 △9,800 －

新株予約権の発行による収入 15,645 －

担保に供した預金の減少額又は増加額(△） 26,893 △787,627

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,481,477 3,726,181

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(△) 437,616 △657,263

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,476,602 3,914,218

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 　※１ 3,914,218 3,256,955
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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

該当事項はありません。

 

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18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　８社

連結子会社の名称

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

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、株式会社フェスコメンテナンス、

株式会社袖ヶ浦ウッドパワー、株式会社

グリーンエナジーホールディングスにつ

いては、平成19年５月７日付で株式会社

フェスコメンテナンスを存続会社とし、

他２社を消滅会社とする吸収合併を行い

ました。これにより連結子会社は８社と

なりました。 

連結子会社の数　８社

連結子会社の名称

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

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

株式会社新潟ニューエナジー

株式会社バイオネンサービス

  なお、株式会社新潟ニューエナジー、

株式会社バイオネンサービスは、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。

　また、株式会社フェスコメンテナンス

については、平成19年12月28日付で株式

会社ファーストエスコを存続会社とする

吸収合併を行いました。

　なお、日本森林燃料株式会社について

は、平成20年６月24日付で提出会社保有

の株式を全て売却したため、当連結会計

年度末において連結範囲から除外となり

ました。これにより連結子会社は８社と

なりました。

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

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

 イ　有価証券

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

製品、貯蔵品

総平均法による原価法

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18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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 

 

イ　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

その他の事業用の有形固定資産

  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　８～50年

機械装置　　　　　　15年　　　　

その他の事業用の有形固定資産

同左

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

その他の有形固定資産

同左

（追加情報）　

　当社及び連結子会社は、法人税法改

正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価格の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得価

格の５％相当額と備忘価格との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

　なお、これによる損益に与える影響

については軽微です。

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
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項　目
前連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

ハ　繰延資産の処理方法

 株式交付費

 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

 株式交付費

同左

(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。

イ　貸倒引当金

　　　　　　同左

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

額のうち当連結会計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。

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、グリーンエナジー事業、電力ビジ

ネス事業の発電設備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連結会計年度末

までに負担すべき費用の見積額を計上し

ております。

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。

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。

　なお、当連結会計年度末における計上

額はありません。  

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。

ニ　契約損失引当金 

　            同左 

(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
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項　目
前連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

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。

　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。

イ　消費税等の会計処理

　税抜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。なお、当連

結会計年度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52,403千円

です。

　　  

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

結会計年度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52,847千円

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

６．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

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18年７月１日
　至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日）

 (たな卸資産の評価基準及び評価方法に関する会計基準)

　当社及び子会社は、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、当連結会計年度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、たな

卸資産が237千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ同額減少してお

ります。

　

　　　　　――――――――――――――――

 (減価償却資産の減価償却の方法に関する会計基準)

  当連結会計年度より、法人税法等の改正（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号及び

法人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日

　政令第83号）に伴い、省エネルギー支援サービス事業の

買取オプションが付与された固定資産以外の有形固定資産

で平成19年４月１日以降に取得したものついて、改正後の

法人税法に基づく償却率を採用しております。なお、これ

による損益に与える影響は軽微です。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
　至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、投資その他の資産に表示して

おりました「投資有価証券」は、金額の重要性が減ったた

め当連結会計年度より、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度末における「投資有価証券」は

3,670千円です。

（連結貸借対照表）

　　　　　――――――――――――――――
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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19年６月30日）

当連結会計年度
（平成20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

①  現金及び預金       716,554千円

  機械装置及び運搬具        237,820千円

①  現金及び預金 1,823,599千円

  建物及び構築物      971,651千円

  機械装置及び運搬具      2,533,798千円

　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）及び関係会社長期貸付金（帳簿

価格450,000千円）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732,500千円、長期借入金10,045,000千円及び

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）及び関係会社長期貸付金（帳簿

価格450,000千円）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1,785,909千円、長期借入金13,037,218千円及

び金利スワップ取引の担保に供しております。

②  売掛金        611,108千円 ②  売掛金        638,092千円

　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45,608千円、一年内支払予

定長期未払金1,699,773千円、長期未払金9,937,915千

円です。

　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56,358千円、一年内支払予

定長期未払金1,632,813千円、長期未払金9,144,022千

円です。

※２．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297,176千円、機械装置及び運搬

具1,351,896千円、工具、器具及び備品9,797千円、電

気施設利用権20,579千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564,829千円、機械装置及び運搬具5,509,049千円、

工具、器具及び備品11,109千円、電気施設利用権

48,514千円です。

※２．当連結会計年度において、国庫補助金の受入はあり

ません。

　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564,829千円、機械装置及び運搬具5,509,049千円、

工具、器具及び備品11,109千円、電気施設利用権

48,514千円です。

３．当社の連結子会社は、ガスタービン発電所の設備資

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。

３．　　――――――――――――――――

コミットメントの総額     8,068,000千円

借入実行残高    3,110,000千円

差引額  4,958,000千円

※４．裏書譲渡手形は受取手形を直接減額して表示してお

ります。なお、当連結会計年度末の裏書譲渡手形の残

高は75,887千円です。

※４．裏書譲渡手形は受取手形を直接減額して表示してお

ります。なお、当連結会計年度末の裏書譲渡手形の残

高は120,636千円です。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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。

給料手当        344,675千円

支払手数料        113,998千円

給料手当        356,922千円

外部委託費        130,461千円

支払手数料        115,782千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19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）(注）1,2 62,305.89 12,481.00 － 74,786.89

 自己株式     

 普通株式（株） 6.89 － － 6.89

 (注)　１．当期におけるストック・オプション（新株引受権及び新株予約権）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 226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 50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予約権 50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予約権  50株

 平成16年９月27日開催の第８回定時株主総会決議による新株予約権 105株

 合　　計 481株

 ２．平成18年10月16日発行の第９回新株予約権の権利行使により増加した株式の数

12,000株

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）
平成18年新株予約権 普通株式 － 15,000 12,000 3,000 3,129

合計 － － 15,000 12,000 3,000 3,129

 （注）１.目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

 　　　２.目的となる株式の変動事由の概要

 　　　　　 平成18年新株予約権の増加は、平成18年10月16日に第三者割当の方法によりメリルリンチ日本証券株式会

社に有償にて割当発行したものです。

　平成18年新株予約権の減少は、権利行使によるものです。

 

 ３．配当に関する事項

 　　　該当事項はありません。
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 当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20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）(注）1,2,3,4 74,786.89 14,230.00 6.89 89,010.00

 自己株式     

普通株式（株）(注）４ 6.89 － 6.89 －

 (注)　１．当期におけるストック・オプション（新株引受権及び新株予約権）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予約権 30株

 合　　計 30株

 ２．平成18年10月16日発行の第９回新株予約権の権利行使により増加した株式の数

3,000株

　     ３．平成20年３月31日の第三者割当増資により増加した株式の数

　　 　11,200株

　     ４．平成20年６月25日の取締役会決議による自己株式消却により減少した株式の数

　　　　 6.89株

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）
平成18年新株予約権 普通株式 　3,000 － 3,000 － －

合計 － 　3,000 － 3,000 － －

 （注）１.目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

 　　　２.目的となる株式の変動事由の概要

 　　　　　 平成18年新株予約権の減少は、平成18年10月16日に第三者割当の方法によりメリルリンチ日本証券株式会

社に有償にて割当発行分についての権利行使によるものです。

 

 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18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※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

※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19年６月30日現在） （平成20年６月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 4,760,773

預入期間３ヶ月超の定期預金 △130,000

担保に供している預金 △716,555

現金及び現金同等物 3,914,218

（千円）

現金及び預金勘定 5,080,554

担保に供している預金 △1,823,599

現金及び現金同等物 3,256,955
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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、減損損失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

1,678,404 200,658 1,477,746

工具、器具及
び備品

9,315 1,573 7,741

合計 1,687,719 202,232 1,485,487

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

1,711,104 342,838 1,368,266

工具、器具及
び備品

9,315 3,512 5,802

合計 1,720,419 346,351 1,374,068

　（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等

 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        181,582千円

１年超        1,303,904千円

合計       1,485,487千円

１年内 175,942千円

１年超       1,198,125千円

合計        1,374,068千円

　（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、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       148,960千円

減価償却費相当額      148,960千円

支払リース料           165,650千円

減価償却費相当額           165,650千円

(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        221,108千円

　１年超        772,324千円

　　合計          993,433千円

　１年以内           247,657千円

　１年超            867,030千円

　　合計          1,114,687千円

 （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。

  （減損損失について）

 　                      同左     
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（有価証券関係）

 １．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19年６月30日）

当連結会計年度
（平成20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 3,670 4,470

（注）当連結会計年度において、投資有価証券について1,700千円減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

　　　　　１. 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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18年７月１日　至　平成19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19年７月１日　至　平成20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。

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19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19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　　該当事項はありません。

－ 32 －



（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

　（1）ストック・オプションの内容 

平成12年６月ストック・

オプション

平成13年６月ストック・

オプション

平成14年６月ストック・

オプション

付与対象者の区分及び数　 
当社取締役　３名　　　

当社従業員　９名　

当社取締役　３名　　　

当社従業員　９名　

当社取締役　３名　　　

当社従業員　18名　

ストック・オプション数   　(注) 普通株式　2,000株 普通株式　1,000株 普通株式　1,000株

付与日 平成12年６月26日 平成13年６月25日 平成14年６月24日

権利確定条件

平成12年６月現在におい

て実業務の執行者であり、

当社の役員・従業員、各

出資企業からの出向契約

役員・社員及び外部から

の業務提携契約社員であ

ること。

平成13年６月現在で実業

務の執行者であり、当社

の役員・従業員及び各出

資企業からの出向契約役

員・社員であること。

 

 

平成14年６月現在におい

て実業務の執行者であり、

当社の常勤役員・正社

員・契約社員・各出資企

業からの出向契約社員で

あること。

 

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間

自　平成14年６月26日

至　平成22年６月26日

ただし、株式公開後

（除く役員）

自　平成15年６月26日

至　平成23年６月26日

ただし、株式公開後

（除く役員）

自　平成16年６月25日

至　平成24年６月25日

ただし、株式公開後

（除く役員） 

平成15年６月ストック・

オプション

平成16年２月ストック・

オプション

平成16年９月ストック・

オプション

付与対象者の区分及び数　 

当社取締役　５名

当社監査役　１名

当社従業員　33名

 

当社取締役　５名

業務委託者　２名　　　

当社従業員　14名

 

当社取締役　１名

当社監査役　１名

業務委託者　３名

当社従業員　53名　　　

ストック・オプション数   （注） 普通株式　1,250株 普通株式　1,000株 普通株式　1,250株

付与日

平成15年６月12日

平成15年７月10日

平成15年11月15日

平成16年２月19日

平成16年７月５日

平成16年９月27日

平成16年11月27日

権利確定条件

付与日において、当社の

実業務の主従事者（役員、

顧問、正社員、契約社員、

出向者）であること。

付与日において、当社の

実業務の主従事者（役員、

顧問、正社員、契約社員、

出向者）であること。

付与日において、当社の

実業務の主従事者（役員、

顧問、正社員、契約社員、

出向者）であること。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間

自　平成17年６月13日

至　平成25年６月12日

ただし、株式公開６ヵ月

以降（除く役員） 

自　平成18年２月20日

至　平成26年２月19日

ただし、株式公開６ヵ月

以降（除く役員） 

自　平成18年９月28日

至　平成26年９月27日

ただし、株式公開６ヵ月

以降（除く役員） 
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 　（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度(平成19年６月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

 平成12年６月ストック・

オプション

 平成13年６月ストック・

オプション

 平成14年６月ストック・

オプション

権利確定後　　　　　    　(株)

前連結会計年度末 659 425 325

権利確定 － － － 

権利行使 226 50 50

失効 － － － 

未行使残 433 375 275

 

平成15年６月ストック・

オプション

平成16年２月ストック・

オプション

平成16年９月ストック・

オプション

権利確定後　　　　    　　(株)

前連結会計年度末 245 535 1,115

権利確定 － －  －

権利行使 50 － 105 

失効 － 20 180 

未行使残 195 515 830

  　(注)　上記失効は、新株予約権者退職等に伴う権利喪失によるものです。

 

　（3）単価情報

平成12年６月ストック・

オプション 

 平成13年６月ストック・

オプション

 平成14年６月ストック・

オプション

権利行使価格　　　　    　(円) 60,000 66,000 66,000

行使時平均株価　      　　(円） 101,078 106,000 112,000

公正な評価単価(付与日） 　(円)  － －  －

 

 平成15年６月ストック・

オプション

 平成16年２月ストック・

オプション

平成16年９月ストック・

オプション 

権利行使価格　　    　　　(円) 72,000 100,000 110,000

行使時平均株価　          (円） 136,500 － 137,714

公正な評価単価(付与日）　 (円)  － －  －
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当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

　（1）ストック・オプションの内容 

平成12年６月ストック・

オプション

平成13年６月ストック・

オプション

平成14年６月ストック・

オプション

付与対象者の区分及び数　 
当社取締役　３名　　　

当社従業員　９名　

当社取締役　３名　　　

当社従業員　９名　

当社取締役　３名　　　

当社従業員　18名　

ストック・オプション数   　(注) 普通株式　2,000株 普通株式　1,000株 普通株式　1,000株

付与日 平成12年６月26日 平成13年６月25日 平成14年６月24日

権利確定条件

平成12年６月現在におい

て実業務の執行者であり、

当社の役員・従業員、各

出資企業からの出向契約

役員・社員及び外部から

の業務提携契約社員であ

ること。

平成13年６月現在で実業

務の執行者であり、当社

の役員・従業員及び各出

資企業からの出向契約役

員・社員であること。

 

 

平成14年６月現在におい

て実業務の執行者であり、

当社の常勤役員・正社

員・契約社員・各出資企

業からの出向契約社員で

あること。

 

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間

自　平成14年６月26日

至　平成22年６月26日

ただし、株式公開後

（除く役員）

自　平成15年６月26日

至　平成23年６月26日

ただし、株式公開後

（除く役員）

自　平成16年６月25日

至　平成24年６月25日

ただし、株式公開後

（除く役員） 

平成15年６月ストック・

オプション

平成16年２月ストック・

オプション

平成16年９月ストック・

オプション

付与対象者の区分及び数　 

当社取締役　５名

当社監査役　１名

当社従業員　33名

 

当社取締役　５名

業務委託者　２名　　　

当社従業員　14名

 

当社取締役　１名

当社監査役　１名

業務委託者　３名

当社従業員　53名　　　

ストック・オプション数   （注） 普通株式　1,250株 普通株式　1,000株 普通株式　1,250株

付与日

平成15年６月12日

平成15年７月10日

平成15年11月15日

平成16年２月19日

平成16年７月５日

平成16年９月27日

平成16年11月27日

権利確定条件

付与日において、当社の

実業務の主従事者（役員、

顧問、正社員、契約社員、

出向者）であること。

付与日において、当社の

実業務の主従事者（役員、

顧問、正社員、契約社員、

出向者）であること。

付与日において、当社の

実業務の主従事者（役員、

顧問、正社員、契約社員、

出向者）であること。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間

自　平成17年６月13日

至　平成25年６月12日

ただし、株式公開６ヵ月

以降（除く役員） 

自　平成18年２月20日

至　平成26年２月19日

ただし、株式公開６ヵ月

以降（除く役員） 

自　平成18年９月28日

至　平成26年９月27日

ただし、株式公開６ヵ月

以降（除く役員） 
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 　（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度(平成20年６月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

 平成12年６月ストック・

オプション

 平成13年６月ストック・

オプション

 平成14年６月ストック・

オプション

権利確定後　　　　　    　(株)

前連結会計年度末 433 375 275

権利確定 － － －

権利行使 － － 30

失効 30 75 75

未行使残 403 300 170

 

平成15年６月ストック・

オプション

平成16年２月ストック・

オプション

平成16年９月ストック・

オプション

権利確定後　　　　    　　(株)

前連結会計年度末 195 515 830

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － 10 295

未行使残 195 505 535

  　(注)　上記失効は、新株予約権者退職等に伴う権利喪失によるものです。

 

　（3）単価情報

平成12年６月ストック・

オプション 

 平成13年６月ストック・

オプション

 平成14年６月ストック・

オプション

権利行使価格　　　　    　(円) 60,000 66,000 66,000

行使時平均株価　      　　(円） －　 －　 80,000

公正な評価単価(付与日） 　(円) －　 －　 －　

 

 平成15年６月ストック・

オプション

 平成16年２月ストック・

オプション

平成16年９月ストック・

オプション 

権利行使価格　　    　　　(円) 72,000 100,000 110,000

行使時平均株価　          (円） －　 －　 －　

公正な評価単価(付与日）　 (円) －　 －　 －　
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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

流動資産　繰延税金資産
未払事業税   9,184千円
メンテナンス費用引当金 86,386
設備改善費用引当金 7,579
契約損失引当金 23,126
補助金収入 3,620
未払費用 3,391
その他 3,395

流動資産　繰延税金資産計 136,684

  
固定資産　繰延税金資産

減価償却費 311,257
メンテナンス費用引当金 47,447
契約損失引当金 145,539
投資有価証券評価損 4,690
税務上の繰越欠損金 353,569
除却資産否認 3,500
その他 100
繰延税金負債との相殺 △154,319

固定資産　繰延税金資産計 711,787

繰延税金資産の合計 848,471
評価性引当額 △837,442

繰延税金資産の純額 11,029

  
固定負債　繰延税金負債

特別償却準備金 △154,319
繰延税金資産との相殺 154,319

固定負債　繰延税金負債計 －

繰延税金負債の純額 －

流動資産　繰延税金資産
未払事業税 28,168千円
メンテナンス費用引当金 73,906
賞与引当金 1,339
一括償却資産 2,069
補助金収入 3,620
未払費用 4,222

流動資産　繰延税金資産計 113,327

  
  

固定資産　繰延税金資産
減価償却費 398,852
メンテナンス費用引当金 87,327
契約損失引当金 325,209
投資有価証券評価損 5,288
税務上の繰越欠損金 534,465
除却資産否認 3,270
その他 257
繰延税金負債との相殺 △132,381

固定資産　繰延税金資産計 1,222,292

繰延税金資産の合計 1,335,619
評価性引当額 △1,335,619

繰延税金資産の純額 －

  
固定負債　繰延税金負債

特別償却準備金 △132,381
繰延税金資産との相殺 132,381

固定負債　繰延税金負債計 －

繰延税金負債の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

 法定実効税率 35.2  %
　（調整）   
交際費等永久に損金に算
入されない項目 0.5  %

 メンテナンス費用引当金 2.6  %
 設備改善費用引当金 △48.5  %
 契約損失引当金 42.1  %
 減価償却費 32.7  %
 特別償却準備金 △54.1  %
 繰越欠損金 21.8  %
 グループ内での関係会社株式売
買に係る差異

△16.6  %

 繰延税金資産に係る評価性引当
額の増減

10.1  %

 その他 △1.8  %
 税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.0  %

　　　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。

－ 37 －



（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18年７月１日　至　平成19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）

Ⅰ　売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,264,409 1,223,003 4,084,875 10,572,288 － 10,572,288

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 695,857 － 695,857 (695,857) －

計 5,264,409 1,918,861 4,084,875 11,268,146 (695,857) 10,572,288

営業費用 4,800,755 1,837,661 4,260,537 10,898,954 (415,516) 10,483,438

営業利益又は営業損失（△） 463,653 81,199 △175,661 369,191 (280,341) 88,849

Ⅱ　資産、減価償却費、

　　減損損失及び資本的支出
      

資産 14,050,647 11,323,444 6,506,627 31,880,719 2,437,434 34,318,154

減価償却費 1,131,550 370,035 106,884 1,608,470 724 1,609,195

資本的支出 975,730 622,869 3,548,092 5,146,692 16,810 5,163,502

　（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280,341千円であり、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、2,437,434千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現預金）及び管理部門に係る資産等です。
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当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20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）

Ⅰ　売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,039,296 1,381,808 8,505,123 14,926,228 － 14,926,228

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 703,270 － 703,270 (703,270) －

計 5,039,296 2,085,079 8,505,123 15,629,498 (703,270) 14,926,228

営業費用 5,058,680 2,541,056 8,404,218 16,003,955 (382,559) 15,621,396

営業利益又は営業損失（△） △19,384 △455,977 100,905 △374,456 (320,711) △695,167

Ⅱ　資産、減価償却費、

　　減損損失及び資本的支出
      

資産 12,663,378 10,551,859 11,759,853 34,975,091 2,668,689 37,643,780

減価償却費 1,132,358 470,324 367,881 1,970,565 1,454 1,972,019

資本的支出 1,079,146 390,277 7,969,038 9,438,463 6,718 9,445,181

　（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320,711千円であり、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、2,668,689千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現預金）及び管理部門に係る資産等です。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19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19年７月１日　至　平成20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18年７月１日　至　平成19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19年７月１日　至　平成20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。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19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19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり純資産額   105,133.88円

１株当たり当期純利益    3,151.72円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     2,941.52円

１株当たり純資産額   84,578.46円

１株当たり当期純損失 13,860.96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株当り当期純損失

であるため記載しておりません。

（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19年６月30日）

当連結会計年度末
（平成20年６月30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 7,884,549 7,533,266

普通株式に係る純資産額（千円） 7,861,911 7,528,328

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 3,129 －

　少数株主持分 19,508 4,938

普通株式の発行済株式数（株） 74,786.89 89,010.00

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） 74,780.00 89,010.00

 

　２．１株当たり当期純利益又は当期純損失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18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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） 218,396 △1,115,035

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 218,396 △1,115,035

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） 69,294.55 80,444.32

 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）

新株予約権 4,951.56 －

普通株式増加数（株） 4,951.56 －

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：830株）

　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：1,705株）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１．重要な子会社の設立

　平成19年７月３日付で下記概要の子会社を設立いたし

ました。

①商　　　号：株式会社新潟ニューエナジー

②代　表　者：代表取締役社長　内田義康

③本店所在地：東京都中央区

④事業内容　：発電事業

⑤決　算　期：６月

⑥資　本　金：10,000千円

⑦発行株式数：200株

⑧株主構成　：当社 100％

　　　　　――――――――――――――――
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20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 2,737,072 2,579,134

２．受取手形  ※４ 47,477 206,319

３．売掛金 ※１ 1,429,487 1,366,572

４．製品 72,345 －

５．貯蔵品 193,229 153,170

６．前払費用 44,271 42,175

７．短期貸付金 － 30,000

８．関係会社短期貸付金 2,276,000 2,206,000

９．未収入金  308,426 92,066

10．その他 63,698 134,910

　　貸倒引当金 △800 △600

流動資産合計 7,171,208 30.0 6,809,747 29.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物 ※２ 1,619,368 1,638,127

減価償却累計額 300,578 1,318,789 388,363 1,249,764

(2) 機械及び装置 ※1,2 13,822,299 13,923,913

減価償却累計額 3,329,316 10,492,982 4,362,324 9,561,588

(3) 工具、器具及び備品 73,796 86,963

減価償却累計額 34,276 39,520 49,516 37,447

(4) 建設仮勘定 129,909 70,173

有形固定資産合計 11,981,201 50.2 10,918,974 47.1

２．無形固定資産

(1) ソフトウェア 20,909 26,794

(2) ソフトウェア仮勘定 15,750 －

(3) その他 1,097 1,097

無形固定資産合計 37,756 0.2 27,891 0.1
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前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券  3,670 4,470

(2) 関係会社株式  ※１ 3,788,064 4,250,000

(3) 関係会社長期貸付金  ※１ 450,000 450,000

(4) 破産更生債権等 － 262

(5) 長期前払費用 194,349 171,687

(6) 資産買取預け金 － 250,068

(7) その他 245,217 322,953

　　貸倒引当金 － △262

投資その他の資産合計 4,681,302 19.6 5,449,180 23.5

固定資産合計 16,700,260 70.0 16,396,047 70.7

資産合計 23,871,469 100.0 23,205,794 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金  988,443 1,259,502

２．関係会社短期借入金  350,000 －

３．一年内返済予定
長期借入金

※１ 83,423 81,743

４．未払金 ※１ 330,602 87,664

５．一年内支払予定
長期未払金

※１ 1,699,773 1,632,863

６．未払費用 28,937 19,826

７．未払法人税等 22,814 20,805

８．未払消費税等 37,548 －

９．前受金 3,433 －

10．預り金 18,384 12,397

11．メンテナンス費用引当金 48,668 210,020

12．設備改善費用引当金 21,538 －

13．契約損失引当金 65,717 110,627

14．その他 236,161 1,899

流動負債合計 3,935,449 16.5 3,437,349 14.8
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前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20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
（％）

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 601,461 519,718

２．長期未払金 ※１ 9,937,915 9,144,285

３．契約損失引当金 413,582 813,527

４．資産買取預り金 － 285,313

５．その他 182,918 －

固定負債合計 11,135,878 46.6 10,762,843 46.4

負債合計 15,071,327 63.1 14,200,193 61.2

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  6,150,394 25.8 6,594,869 28.4

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金  3,840,584  4,283,079  

資本剰余金合計  3,840,584 16.1 4,283,079 18.5

３．利益剰余金  

(1) その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  △1,191,693  △1,872,347  

利益剰余金合計  △1,191,693 △5.0 △1,872,347 △8.1

４．自己株式  △2,272 △0.0 － －

株主資本合計  8,797,012 36.9 9,005,601 38.8

Ⅱ　新株予約権  3,129 0.0 － －

純資産合計  8,800,141 36.9 9,005,601 38.8

負債純資産合計  23,871,469 100.0 23,205,794 100.0

－ 45 －



(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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 9,357,061 100.0 11,193,881 100.0

Ⅱ　売上原価 8,653,265 92.5 11,069,178 98.9

売上総利益又は売上総損失(△) 703,795 7.5 124,703 1.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 662,406 7.1 757,426 6.8

営業利益又は営業損失(△) 41,389 0.4 △632,723 △5.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※２ 82,969 81,397

２．損害補償金 40,288 －

３．その他 13,385 136,643 1.5 1,159 82,556 0.7

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 ※３ 12,763 18,383

２．支払手数料 － 17,093

３．保証料 1,641 1,486

４．その他 1,244 15,648 0.2 10,505 47,469 0.3

経常利益又は経常損失(△) 162,384 1.7 △597,635 △5.3

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 354 200

２．設備改善費用引当金戻入益 47,385 －

３．破産債権分配金 14,979 －

４．合併による抱合株式消滅差益 － 5,399

５．保険金収入 187,132 249,852 2.7 － 5,599 0.1

Ⅶ　特別損失

１．契約損失引当金繰入額  32,000 －

２．企業グループ再編に伴う子会社
株式売却損

 109,494 －

３．関係会社株式売却損  － 42,135

４．契約解除違約金  － 31,000

５．本社移転費用  － 8,510

６．投資有価証券評価損  6,329 147,823 1.6 1,700 83,346 0.8

税引前当期純利益又は税引前当期
純損失(△)

264,413 2.8 △675,382 △6.0

法人税、住民税及び事業税 12,464 3,000

法人税等調整額 － 12,464 0.1 － 3,000 0.1

当期純利益又は当期純損失(△) 251,949 2.7 △678,382 △6.1
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売上原価明細書

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　仕入高  4,340,373 50.2 6,295,754 56.9

Ⅱ　外注費 695,725 8.0 879,503 7.9

Ⅲ　労務費 7,450 0.1 18,939 0.2

Ⅳ　経費 ※２ 3,609,716 41.7 3,874,981 35.0

当期売上原価 8,653,265 100.0 11,069,178 100.0

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１　原価計算の方法

　個別原価計算制度を採用しております。

１　原価計算の方法

同左

※２　経費の主な内訳 ※２　経費の主な内訳

燃料費      2,061,915千円

減価償却費      1,148,059千円

支払リース料      371,096千円

燃料費    2,068,059千円

減価償却費      1,142,133千円

支払リース料        522,035千円
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　

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
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

事業年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 679,894 644,584   1,324,478

当期純利益   251,949  251,949

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） 679,894 644,584 251,949 － 1,576,427

平成19年6月30日　残高　(千円) 6,150,394 3,840,584 △1,191,693 △2,272 8,797,012

新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日　残高　(千円） － 7,220,585

事業年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使）  1,324,478

当期純利益  251,949

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
3,129 3,129

事業年度中の変動額合計 (千円） 3,129 1,579,556

平成19年６月30日　残高　(千円） 3,129 8,800,141
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当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　

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
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年6月30日　残高　(千円） 6,150,394 3,840,584 △1,191,693 △2,272 8,797,012

事業年度中の変動額

新株の発行 444,475 442,495   886,971

当期純利益   △678,382  △678,382

自己株式の処分   △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） 444,475 442,495 △680,654 2,272 208,588

平成20年6月30日　残高　(千円) 6,594,869 4,283,079 △1,872,347 － 9,005,601

新株予約権 純資産合計

平成19年６月30日　残高　(千円） 3,129 8,800,141

事業年度中の変動額

新株の発行  886,971

当期純利益  △678,382

自己株式の処分  －

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
△3,129 △3,129

事業年度中の変動額合計 (千円） △3,129 205,459

平成20年６月30日　残高　(千円） － 9,005,601
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重要な会計方針

項　目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法　

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) 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

(2) その他有価証券

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 製品、貯蔵品

総平均法による原価法

(1) 貯蔵品

　　　　　　同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

・省エネルギー支援サービス事業用の有

形固定資産

買取りオプションが付与された固定

資産については、エネルギー供給

サービス契約期間を耐用年数とし、

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　　　　　　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

定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおり

です。

 　　　　　　　　４～15年

  ・その他の有形固定資産

　　　　　同左

  　（追加情報）

当社は、法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得

価格の５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価格の５％相当

額と備忘価格との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。なお、これに

よる損益に与える影響については軽

微です。　　

(2) 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。

(2) 無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費

　　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1) 株式交付費

同左
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項　目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

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。

(2) メンテナンス費用引当金

同左

(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。

　なお、当事業年度末における計上額は

ありません。

(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

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年７月１日
　至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日）

（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、当事業年度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、たな

卸資産が1,350千円減少し、売上総利益、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益がそれぞれ減少しております。

 

　　　　――――――――――――――――

 (減価償却資産の減価償却の方法に関する会計基準)

　当事業年度より、法人税法等の改正（所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号及び法人

税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日　政

令第83号）に伴い、省エネルギー支援サービス事業の買取

オプションが付与された固定資産以外の有形固定資産で平

成19年４月１日以降に取得したものついて、改正後の法人

税法に基づく償却率を採用しております。なお、これによ

る損益に与える影響は軽微です。

　　　　　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

 （貸借対照表） 

　　　――――――――――――――――

 （貸借対照表） 

　　前事業年度において、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「資産買取預け金」、並びに固

定負債の「その他」に含めて表示しておりました「資産買

取預り金」は、金額の重要性が増したため、当事業年度よ

り区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度末の「資産買取預け金」は155,267千

円、「資産買取預り金」は182,918千円です。

 （損益計算書） 

　前事業年度において、営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「保証料」は金額の重要性が増し

たため、当事業年度より区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度末の「保証料」は1,814千円です。

 （損益計算書） 

　　　　　――――――――――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20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

①

②

 

関係会社株式

関係会社長期貸付金

 

　　 3,390,000千円

　　 450,000千円

 

　上記資産は、子会社㈱中袖クリーンパワー、㈱岩国

ウッドパワー、㈱日田ウッドパワー、及び㈱白河ウッ

ドパワーの一年内返済予定長期借入金710,000千円、

長期借入金9,913,750千円の担保に供しております。

③  機械及び装置 　　   237,820千円

①

②

③

関係会社株式

関係会社長期貸付金

現金及び預金

　　 3,390,000千円

　　  450,000千円

262,571千円

　上記資産は、子会社㈱中袖クリーンパワー、㈱岩国

ウッドパワー、㈱日田ウッドパワー、及び㈱白河ウッ

ドパワーの一年内返済予定長期借入金1,704,166千円、

長期借入金12,517,500千円の担保に供しております。

③  機械及び装置 　　   221,300千円

　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131,250千円の担保に供しております。

　上記物件は、一年内返済予定長期借入金31,743千円、

長期借入金119,718千円の担保に供しております。

④  売掛金        611,108千円 ④  売掛金        638,092千円

　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45,608千円、一年内支払予

定長期未払金1,699,773千円、長期未払金9,937,915千

円です。

　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56,358千円、一年内支払予

定長期未払金1,632,813千円、長期未払金9,144,022千

円です。

※２．当事業年度において、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。

※２．当事業年度において、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．偶発債務

①　債務保証

　下記の通り債務保証を行っております。

３．偶発債務

①　債務保証

　下記の通り債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

㈱岩国ウッドパワー 1,881,250 借入債務

㈱日田ウッドパワー 3,000,000 借入債務

㈱白河ウッドパワー 2,632,500 借入債務

計 7,513,750 ―

保証先 金額（千円） 内容

㈱岩国ウッドパワー 1,666,250 借入債務

㈱日田ウッドパワー 2,750,000 借入債務

㈱白河ウッドパワー 2,362,500 借入債務

計 6,778,750 ―

　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。

　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。
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前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20年６月30日）

②　デリバティブ取引に対する保証債務 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 2,340,000 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 9,627,000 ―

被保証者
契約額等
（千円）

内容

㈱日田ウッドパワー 2,475,000 金利スワップ

㈱白河ウッドパワー 2,100,000 金利スワップ

㈱中袖クリーンパワー 4,395,600 金利スワップ

計 8,970,600 ―

　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。

　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。

※４．裏書譲渡手形は受取手形を直接減額して表示してお

ります。なお、当事業年度末の裏書譲渡手形の残高は

75,887千円です。

※４．裏書譲渡手形は受取手形を直接減額して表示してお

ります。なお、当事業年度末の裏書譲渡手形の残高は

120,636千円です。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は70％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は30％です。

　主要な費目及び金額は次のとおりです。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は80％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は20％です。

　主要な費目及び金額は次のとおりです。

役員報酬       71,800千円

給料手当        285,180千円

旅費交通費       38,565千円

支払手数料        92,959千円

家賃       38,140千円

減価償却費      1,924千円

役員報酬        61,478千円

給料手当        250,034千円

支払手数料   61,952千円

家賃  48,568千円

減価償却費   4,745千円

外部委託費 124,854千円

貸倒引当金繰入額 262千円

※２. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　　　関係会社よりの受取利息　　　       82,641千円

※２. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　　　関係会社よりの受取利息　　　       79,248千円

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への支払利息　　　　       11,873千円 

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への支払利息　　　　        4,315千円 

－ 54 －



（株主資本等変動計算書関係）

 前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19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

 

 当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20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）

　　平成20年６月25日の取締役会決議による自己株式消却により減少した株式の数　　　　　6.89株
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　（借主側）

　(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 1,678,404 200,658 1,477,746

工具、器具
及び備品

9,315 1,573 7,741

合計 1,687,719 202,232 1,485,487

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 1,711,104 342,838 1,368,266

工具、器具
及び備品

9,315 3,512 5,802

合計 1,720,419 346,351 1,374,068

　（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等

 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        181,582千円

１年超        1,303,904千円

合計        1,485,487千円

１年内          175,942千円

１年超       1,198,125千円

合計       1,374,068千円

　（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、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       148,960千円

減価償却費相当額     148,960千円

支払リース料         165,650千円

減価償却費相当額            165,650千円

　(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        221,108千円

　１年超        772,324千円

　　合計          993,433千円

　１年以内         247,657千円

　１年超          867,030千円

　　合計        1,114,687千円

 （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。

 （減損損失について）

 　　　　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年６月30日）

　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成20年６月30日）

　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20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

流動資産　繰延税金資産

未払事業税      4,855千円

メンテナンス費用引当金 17,126

設備改善費用引当金 7,579

契約損失引当金 23,126

補助金収入 3,620

その他 1,102

流動資産　繰延税金資産計 57,411

固定資産　繰延税金資産

減価償却費 311,257

契約損失引当金 145,539

投資有価証券評価損 4,690

除却固定資産 3,500

税務上の繰越欠損金 104,834

その他 100

固定資産　繰延税金資産計 569,923

繰延税金資産の合計 627,334

評価性引当額 △627,334

繰延税金資産の純額 －

流動資産　繰延税金資産

未払事業税      1,553千円

メンテナンス費用引当金 73,906

補助金収入 3,620

その他 304

流動資産　繰延税金資産計 79,385

  

  

固定資産　繰延税金資産

減価償却費 398,852

契約損失引当金 325,209

投資有価証券評価損 5,288

除却固定資産 3,270

税務上の繰越欠損金 77,661

その他 100

固定資産　繰延税金資産計 810,384

繰延税金資産の合計 889,769

評価性引当額 △889,769

繰延税金資産の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率 35.2  %

　（調整）   

交際費等永久に損金に算

入されない項目

0.3  %

 メンテナンス費用引当金 △18.2  %

 設備改善費用引当金 △51.0  %

 契約損失引当金 44.3  %

 減価償却費 34.4  %

 繰越欠損金 △39.6  %

 その他 △0.7  %

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.7  %

   

　　　当事業年度については、税引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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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり純資産額   117,638.57円

１株当たり当期純利益     3,635.92円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    3,393.43円

１株当たり純資産額   101,175.17円

１株当たり当期純損失  8,432.94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株当り当期純損失

であるため記載しておりません。

（注）算定上の基礎

　１．１株当たり純資産額

前事業年度末
（平成19年６月30日）

当事業年度末
（平成20年６月30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 8,800,141 9,005,601

普通株式に係る純資産額（千円） 8,797,012 9,005,601

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資産額の算定

に用いられた普通株式に係る事業年度末の純資産額との差額の

主な内訳（千円）

　新株予約権 3,129 －

普通株式の発行済株式数（株） 74,786.89 89,010.00

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） 74,780.00 89,010.00

 

　２．１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 251,949 △678,382

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 251,949 △678,382

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） 69,294.55 80,444.32

 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）

新株予約権 4,951.56 －

普通株式増加数（株） 4,951.56 －

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：830株）

　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：1,705株）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１. 重要な子会社の設立

　平成19年７月３日付で下記概要の子会社を設立いたし

ました。

①商　　　号：株式会社新潟ニューエナジー

②代　表　者：代表取締役社長　内田義康

③本店所在地：東京都中央区

④事業内容　：発電事業

⑤決　算　期：６月

⑥資　本　金：10,000千円

⑦発行株式数：200株

⑧株主構成　：当社 100％

　　　　　――――――――――――――――
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