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電力ビジネス事業の分社化と同事業に係る子会社株式の売却について 

 
当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年 4 月 1 日付けで当社が運営する電力ビジネス

事業を新設分割の方法により子会社化するとともに、新設分割によって設立された子会社（以下、

「新設会社」といいます。）の全株式を株式会社 IDI インフラストラクチャーズ（以下、「IDI－Ｉ

社」といいます。）が運営する「IDI インフラストラクチャーズ １号投資事業有限責任組合」（以

下、「IDI インフラ１号組合」といいます。）に、また当社の 100％子会社である株式会社フェスコ

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（以下、「３

子会社」と総称します。）の全株式を新設会社にそれぞれ譲渡する方向で、今後 IDI－I 社との間で

これら譲渡の詳細の合意に向けて協議していくことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ

いたします。なお、新設会社の株式の譲渡及び３子会社の株式の譲渡はいずれも、今後の協議の結

果譲渡の詳細が合意され、株式譲渡契約が締結されて実行されるものとなります。現時点では、い

ずれの株式譲渡契約も締結されておりません。 
 

記 
 

１．会社分割の目的並びに子会社株式譲渡の理由及び状況 

当社、株式会社ファーストエスコは平成 18 年１月より電力小売事業（電力ビジネス事業）を行っ

てまいりました。この目的は、事業による収益の獲得は当然のこととして、これに加えて当社の「省

エネルギー支援サービス事業」「グリーンエナジー事業」とのシナジー効果を期待して事業を開始し

たものです。 
省エネルギー支援サービス事業の目的は、顧客の省エネの実現、すなわち環境貢献（低 CO２の実

現）とエネルギーコストの低減です。これを実現するひとつの方策として、自らが電気の売り手とな

り、顧客により安く、環境負荷の低い電気を提供することは、当社の重要なサービスメニューのひと

つとなるものでした。 
またグリーンエナジー事業は、３基の木質バイオマス発電所を運営し、環境負荷の低い電気を作る

ことで、わが国の再生可能エネルギーの利用拡大に資するものです。この電気を、電力小売事業を通

して直接顧客に販売することにより、この再生可能エネルギーのメリットをより直接的に顧客に提供
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することは、大変有意義かつ収益機会を望める事業となるものでした。 
しかしながら、昨今の原油に象徴される一次エネルギーの高騰は、こうした見通しを大きく覆し、

多額の事業損失をもたらすこととなりました。これは当社の電力ビジネス事業におけるガス焚きの発

電所、重油焚きの発電所の発電原価が、燃料費高騰の影響を受けて大幅に上昇したことが第１の要因

です。これに加えて、電力卸取引所を経由する電力事業者間の取引価格は、電力需要の低迷等の影響

を受けて極めて低い価格で推移しており、当社の保有する発電所の余剰電力を市場で売却することに

よる収益も期待できない状況です。 
こうした事業環境は、今後短期間に改善される見込みは低く、当面の間継続することが予想されま

す。この理由としては、景気の減速に伴う生産活動の停滞によって、電力需要の早期回復は予想し難

いこと。一次エネルギー価格の足元の低下を受けて、電力販売価格も低下が予想されること。電力事

業者間の取引価格は、余剰電力供給力と電力需要の需給関係によって決定されますが、当面の間余剰

供給力が需要を大幅に上回ることが予想されるためです。また一次エネルギーの価格は、今後も跛行

色の強い展開が予想され、当社事業としても一方的な低下を前提とした見通しは描けないのが実情で

す。 
 
これらの状況を総合的に勘案し、現時点で当社がとりうる選択肢は、電力ビジネス事業の中止、も

しくは第三者への事業会社の譲渡であると判断いたしました。事業の自主的な中止は、電力供給契約

を移管するために相当の期間を必要とすることや、発電所の処遇をどうするかといった問題があるた

め相当の困難が伴います。このため電力ビジネス事業全体を第三者に譲渡すべく複数会社と検討を行

ってまいりましたが、このたび IDI インフラ１号組合を譲渡候補先として、電力ビジネス事業の譲

渡についての合意に向けて協議していくことといたしました（なお、前記の通り、IDI インフラ１号

組合への電力ビジネス事業の譲渡については、一定の条件が付されております。）。 
今後の具体的な進め方としては、電力ビジネス事業における、関西地区の小売契約を除く、すべて

の小売契約、および有限責任中間法人電力系統利用協議会の登録内容と有限責任中間法人日本卸電力

取引所の取引のすべてを含むその他の電力ビジネス事業にかかる必要な資産・負債・契約等を、新設

分割によって新設会社へ承継させ、新設会社のすべての株式を IDI インフラ 1 号組合に譲渡するこ

とを検討してまいります。続いて当社の保有する発電子会社のうち、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の株式のすべてを新設会社

に譲渡することを検討してまいります。なお、関西地区の小売契約につきましては需要家であるお客

様のご了解を得つつ順次縮小しておりますが、新設会社分割のときまでには完全撤退する傍ら、当社

の保有する発電子会社のうち株式会社フェスコパワーステーション滋賀の株式につきましてはその

すべてを当社で引き続き保有することとします。これらの譲渡が実現すれば、新設会社は IDI イン

フラ１号組合の支配の下、引き続き関東、東北地区における電力小売事業および有限責任中間法人日

本卸電力取引所における取引を継続して行うこととなります。 
 
当社は、「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２事業分野に特化し、引き

続き「環境と経済の両立する社会作り」に貢献してまいります。現在の急速な景気悪化により事業環

境は必ずしも良いとはいえない状況にありますが、一方では地球温暖化に対する取り組みはこの不況
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下でも停滞を許されない喫緊の課題であることは言うまでもありません。当社は、電力ビジネス事業

を分離売却することにより、より一層環境支援事業としての姿勢を鮮明にし、この全地球的な課題に

対して真剣に取り組む企業姿勢を徹底してまいる所存です。「省エネルギー支援サービス事業」では

従来の省コストに主眼をおいた省エネルギー支援サービスから、より「低 CO2」に焦点を合わせた

「カーボン・マネジメント」への転換を続けており、より高付加価値のサービスを提供していくべく、

努力をしております。「グリーンエナジー事業」では、引き続き CO2 排出ゼロの電気を生産し、我が

国の新エネルギー利用促進の一端を担ってまいります。現在燃料である木質チップも若干の需給緩和

の傾向にあり、加えて当社調達努力の成果も現れてきており安定的な操業へ向けて着実に前進してお

ります。 
電力ビジネス事業の分離、譲渡は、直接的には事業環境の急速な悪化に伴う赤字部門の売却ではあ

りますが、当社ではこれを最悪のイベントとして考えるのではなく、事業構造の再構築をするチャン

スと捕らえ、この機会を前向きに活用していきたいと考えます。まず直接的には売上総利益赤字の部

門を売却することによる事業収支の改善、ならびに資金収支の改善を挙げることが出来ます。事業資

金を他の２戦略分野へ集中的に振り向けることが可能となり、より一層の効率的な運営が行えます。

財務的にも、多大な設備投資負担及び電力売買に伴う多額の資金の固定から解放され、基盤強化のた

めに有益と考えます。これに加えて、人的リソースの有効な活用が図れるようになります。電力ビジ

ネスの領域は多岐に渡り、かつ顧客数も多く、この事務負担を軽減することだけでも戦力の集中を図

ることが出来ます。 
最後に、当社は、木質バイオマス発電所を有することから CO2 排出係数は、平成 19 年度実績で

0.353 ㎏・CO2／kWh と業界内でも優れた値でありました。しかしながら、電力ビジネス事業を行

なうために化石燃料を使用する発電所を保有することとなり、平成 19 年度年間 CO２排出量は

138,777ｔでした。今般、この事業を分離譲渡することにより、当社グループの排出する CO2 の総

量は 6,726ｔへと激減します。 
当社は、温暖化ガスの排出削減を明確な企業課題としてまいります。一日も早く皆様のご期待に応

えることの出来るよう努力してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 
 

２．会社分割及び子会社株式譲渡の方法 

(1) 当社の運営する電力ビジネス事業（関西地区を除く。以下、「本件事業」という。）を新設分割の

方法により分割し、新設会社を設立する。 
 当社が保有する本件事業に係る資産及び負債を新設会社へ移転するとともに、新設会社は、普通株

式 100 株を発行し、当該株式のすべてを当社へ交付する。 
(2)新設会社の株式のすべてを IDI インフラ１号組合に譲渡する。 
(3)当社が保有する当社の 100%子会社である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の株式のすべてを IDI インフラ１号組合が譲渡を

うけた新設会社へ譲渡する。 
当社が保有する当社の 100%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の株式につい

てはそのすべてを引き続き当社が保有する。 
 次頁に全体概要図を表します。 
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全体概要図 

現　状

省ｴﾈｻｰﾋﾞｽ事業 ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ事業 PPS事業

FESCO

FPSS FPSG NCP NNE

譲渡対象の分割

省ｴﾈｻｰﾋﾞｽ事業 ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ事業 PPS事業

FESCO

FPSS FPSG NCP NNE F-Power

新設会社の譲渡

省ｴﾈｻｰﾋﾞｽ事業 ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ事業 PPS事業

FESCO

FPSS FPSG NCP NNE

ファンド

F-Power

３発電子会社の譲渡

省ｴﾈｻｰﾋﾞｽ事業 ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ事業

FESCO

FPSS FPSG NCP NNE

ファンド

F-Power

 

F-Power：新設分割会社 

ファンド：IDI インフラ 1号投資組合 

FPSS：㈱フェスコパワーステーション滋賀 

FPSG：㈱フェスコパワーステーション群馬 

NCP：㈱中袖クリーンパワー         
NNE：㈱新潟ニューエナジー  
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３．会社分割の要旨 

   （1） 会社分割の日程 

        2009 年２月 10 日     会社分割計画の承認取締役会 

        2009 年４月１日(予定)  分割の予定日（効力発生日）      

                        新設会社設立登記日 

        （注） 本会社分割は会社法第 805 条に規定する簡易新設分割であるため、当社は株主総会の 

承認を得ることなく行ないます。 

 

   （2） 分割方式 

        当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする分社型新設分割といたします。 

 

   （3） 株式の割当て 

        会社分割に際して新設会社が発行する普通株式１00 株のすべてを、当社に対して割当て交付い

たします。 

①株式割当比率の算定根拠 
新設会社は当社の完全子会社であり、また、新設会社が本会社分割に際して発行する株式が

すべて当社に割当交付されることから、これを任意に定めることができるものと認められる

ので、当社の資本金の額などを考慮し、前記株式数を当社に交付することが相当であるとの

判断に基づき、当社が決定したものであります。 
②第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠 
上記①の理由により、第三者機関による算定は実施しておりません。 

 

   （4） 分割により増加または減少する資本金等 

        本件分割により増加または減少する資本金等はありません。 

 

   （5） 分割会社の新株予約権及び新株予約件付社債に関する取扱い 

        分割による当社新株予約権に関する取扱いは変更ございません。 

        なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

 （6） 新設会社が承継する権利義務 

        新設会社は、分割の効力発生日に当社が分割する事業に関し有する資産、負債、契約、許認可

等およびこれらに付随する一切の権利義務を承継するものとします。 

         また、分割の効力発生日において本事業に従事する従業員については、全員が新設会社に移 

籍する予定としております。 

 

    (7)  債務履行の見込み 

        当社および新設会社が、本件分割後に負担すべき債務の履行の確実性には、問題がないものと

判断しております。 
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    (8)  新設会社に就任する役員 

         本件分割に際して就任する予定の取締役及び監査役は、以下のとおりです。 

役 職 名 氏  名 兼務状況（平成 21 年２月 10 日現在） 

代表取締役 須藤 孝治 当社 電力グループ 

 グループリーダー 

取 締 役 沖 隆 当社 顧問 

取 締 役 和田 弘房 当社 子会社ｼﾆｱ･ﾃｸﾆｶﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

取 締 役 遠藤 由和 株式会社 IDI ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｽﾞ 取締役（現任） 

取 締 役 東 浩一 株式会社ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾃﾞｨｼｼﾞｮﾝｽﾞ ｼﾆｱ･ｱｿｼｴｰﾄ

(現任) 

監 査 役 笠原 崇広 株式会社ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾃﾞｨｼｼﾞｮﾝｽﾞ CFO（現任） 
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４．分割当事会社の概要 

（1）商号 株式会社ファーストエスコ 株式会社 F-Poweｒ 

  (分割会社） (新設会社） 

（2）事業内容 エネルギーサービス業 

電力の売買業務及び売買の仲介業

務、発電及び電力の供給業務、蒸気、

温水、その他熱エネルギーの供給業

務並びに送配電業務等 

（3）設立年月日 平成９年５月 27 日 平成 21 年４月１日(予定） 

（4）本店所在地 東京都中央区京橋二丁目 10 番２号 東京都中央区京橋二丁目 10 番２号 

（5）代表者 代表取締役社長 島﨑知格 代表取締役 須藤孝治(予定） 

（6）資本金 6,594 百万円 100 百万円（予定） 

（7）発行済株式数 89,010 株 １00 株 

（8）純資産 8,896,922 千円 147,000 千円(予定) 

（9）総資産 22,734,455 千円 680,000 千円(予定) 

（10）決算期 6 月 30 日 6 月 30 日 

（11）従業員数  46 名  10 名(予定) 

（12）主要取引先 株式会社ブリヂストン 
日本卸電力取引所、東京ガス株式会

社 

（13）大株主及び 

持分比率 

環境エネルギー１号投資事業有限責

任組合（12.58％）、株式会社南日本銀

行（2.68％）、黒川木ファイナンシャル

ホールディングス株式会社（2.62％） 

株式会社ファーストエスコ（100％） 

（分割後、「IDI インフラ１号組合」へ全

株式譲渡） 

（14）主要取引銀行 株式会社三井住友銀行 未定 

資本関係：分割会社は、新設会社の発行済株式総数の 100％を所有。（但し、分

割会社は、新設会社の全株式を取得後直ちに IDI インフラ１号組合に

全株式を譲渡する予定です。） 

人的関係：該当事項はありません。分割会社で主に当該業務に係っていた従業

員は全員転籍の予定です。 

（15）当事会社との関係 

取引関係：分割会社の事業のうち、電力小売に係わる契約のすべて、および有 

限責任中間法人電力系統利用協議会を含む関係機関への登録内

容のすべて、および有限責任中間法人日本電力卸取引所における

全業務の債権債務のすべてを含む電力ビジネス事業（小売、卸取

引）に必要な資産、負債、契約等のすべてを新設会社へ承継します。

なお、株式会社岩国ウッドパワー、株式会社白河ウッドパワー、株式 

会社日田ウッドパワー並びに株式会社フェスコパワーステーション滋 

賀からの電力のうち、有限責任中間法人日本電力卸取引所以外で 

取引する電力売買業務のすべてについては、引き続き分割会社が行

います。 
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５．分割会社における最近３決算期間の業績(連結) 

  株式会社ファーストエスコ 

決算期 平成 18 年６月期 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期

売上高(百万円） 6,970 10,572 14,926

営業利益(百万円) △ 1,182 88 △ 695

経常利益(百万円） △ 1,226 12 △ 1,017

当期純利益(百万円） △ 2,031 218 △ 1,115

総資産額(百万円） 30,176 34,318 37,643

純資産額(百万円） 6,490 7,884 7,533

１株当たり当期純利益額（円） △ 39,556.68 3,151.72 △13,860.96

１株当たり配当金（円） － － －

１株当たり純資産額（円） 104,044.22 105,133.88 84,578.46

 

６．分割する事業部門の概要 

  (1)分割する部門の事業内容 

     当社の運営する電力ビジネス事業（関西地区を除く） 

 

  (2)分割する事業の経営成績 

 平成 18 年６月期 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 

売上高（百万円） 760        4,090           6,139 

営業損失（百万円）            1     △120           △238 

従事する人員（名）             20            13              12 

 
(3)分割する事業部門の資産、負債の項目及び金額(平成 20 年９月末) 

 金額（百万円）  金額（百万円）

流動資産 400 流動負債          458 

固定資産         278 固定負債          74 

資産合計     680 負債合計     533 

   ※上記は、平成 20 年 9 月 30 日の数値をもとにしておりますので、本件分割によって実際に承継

させる金額とは異なることとなります。 
 
７．会社分割後の上場会社の状況 

  当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期に変更はありません。 
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８．譲渡する子会社の概要  

（1） 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ（新設会社。予定。） 

 ① 商号  株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 

 ② 代表者の役職・氏名  代表取締役社長 須藤 孝治 

 ③ 所在地  東京都中央区京橋二丁目 10 番２号 

 ④ 設立年月日  平成 21 年４月１日 

 ⑤ 主な事業の内容  

電力の売買業務及び売買の仲介業務、発電及び電力の供給

業務、蒸気、温水、その他熱エネルギーの供給業務並びに送

配電業務等 

 ⑥ 決算期  6 月 30 日 

 ⑦ 従業員  10 名 

 ⑧ 主な事業所  東京都中央区京橋二丁目 10 番２号 

 ⑨ 資本金  100,000 千円 

 ⑩ 発行済株式総数  １00 株 

 ⑪ 株主構成及び所有割合  株式会社ファーストエスコ  100％ 

 
⑫ 最近の事業年度における業績の動向 

  平成 21 年４月１日設立予定のため、該当事項はありません。 
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（2） 株式会社フェスコパワーステーション群馬 

 ① 商号  株式会社フェスコパワーステーション群馬 

 ② 代表者  小室 正則 

 ③ 所在地  群馬県太田市西新町 125 番地１ 

 ④ 設立年月日  平成 17 年 10 月 11 日   

 ⑤ 主な事業の内容  発電事業 

 ⑥ 決算期  6 月 30 日 

 ⑦ 従業員  ２名 

 ⑧ 主な事業所  群馬県太田市西新町 125 番地１ 

 ⑨ 資本金  30,000 千円 

 ⑩ 発行済株式総数  1,000 株 

 ⑪ 株主構成及び所有割合  株式会社ファーストエスコ  100％ 

 ⑫ 最近の事業年度における業績の動向 

 
  平成 18 年６月期 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 

売上高 － 280 百万円 425 百万円

営業利益 △３百万円 △２百万円 12 百万円

経常利益 △４百万円 △22 百万円 △11 百万円

総資産 347 百万円 1,111 百万円 1,050 百万円

純資産 45 百万円 22 百万円 ５百万円

１株あたり配当金 ０円 ０円 ０円

 

 

（3） 株式会社中袖クリーンパワー 

 ① 商号  株式会社中袖クリーンパワー 

 ② 代表者  井上 雅晴 

 ③ 所在地  東京都中央区京橋二丁目 10 番２号 

 ④ 設立年月日  平成 17 年 12 月２日   

 ⑤ 主な事業の内容  発電事業 

 ⑥ 決算期  6 月 30 日 

 ⑦ 従業員  ５名 

 ⑧ 主な事業所  千葉県袖ヶ浦市中袖 5 番１号 

 ⑨ 資本金  230,000 千円 

 ⑩ 発行済株式総数  700 株 

 ⑪ 株主構成及び所有割合  株式会社ファーストエスコ  100％ 

 ⑫ 最近の事業年度における業績の動向 
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  平成 18 年６月期 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 

売上高 － － 3,578 百万円

営業利益 △33 百万円 △88 百万円 △45 百万円

経常利益 △39 百万円 △94 百万円 △203 百万円

総資産 1,689 百万円 4,100 百万円 8,989 百万円

純資産 410 百万円 315 百万円 △124 百万円

１株あたり配当金 ０円 ０円 ０円

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 株式会社新潟ニューエナジー 

 ① 商号  株式会社新潟ニューエナジー 

 ② 代表者  小室 正則 

 ③ 所在地  東京都中央区京橋二丁目 10 番２号 

 ④ 設立年月日  平成 19 年７月３日   

 ⑤ 主な事業の内容  発電事業 

 ⑥ 決算期  6 月 30 日 

 ⑦ 従業員  １名 

 ⑧ 主な事業所  新潟県新潟市東区岡山 1300 

 ⑨ 資本金  10,000 千円 

 ⑩ 発行済株式総数  200 株 

 ⑪ 株主構成及び所有割合  株式会社ファーストエスコ  100％ 

 ⑫ 最近の事業年度における業績の動向 

   

  平成 18 年６月期 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 

売上高 － － －

営業利益 － － △8 百万円

経常利益 － － △11 百万円

総資産 － － 150 百万円

純資産 － － △2 百万円

１株あたり配当金 － － ０円
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９．譲渡先の概要 

 （1）新設会社の株式の譲渡先 

  ① 商号  IDI インフラストラクチャーズ１号投資事業有限責任組合 

 ② 代表者  無限責任組合員 株式会社 IDI ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｽﾞ 

 ③ 所在地  東京都品川区北品川 6-1-12 

 ④ 設立年月日  平成 20 年 9 月 10 日   

 

⑤ 主な事業の内容 

 

株式会社の発行する株式又は新株予約権付社債等の取得及

び保有、事業者に対する金銭債権の取得及び保有、事業者

に対する金銭の新たな貸付け 等 

 ⑥ 当社との関係  特になし 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （2）３子会社の株式の譲渡先 

   上記８.(1)「株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ（新設会社。予定。）」記載のとおり。 

 

10．譲渡株式数および譲渡前後の所有株式の状況 

（1）株式会社Ｆ-Ｐｏｗｅｒ 

   ①移動前の所有株式数     100 株（所有割合 100％） 

   ②譲渡株式数         100 株（譲渡価額 10 百万円） 

   ③移動後の所有株式数     0 株（所有割合  ０％） 

   ※譲渡価額は、アドバイザリー契約を締結したコンサルタントの評価額を参考としました。 

（2）株式会社フェスコパワーステーション群馬 

   ①移動前の所有株式数   1,000 株（所有割合 100％） 

   ②譲渡株式数       1,000 株（譲渡価額  １円） 

   ③移動後の所有株式数     0 株（所有割合  ０％） 

   ※譲渡価額は、当該会社が債務超過となることを考慮しました。 

（2）株式会社中袖クリーンパワー 

   ①移動前の所有株式数    700 株（所有割合 100％） 

   ②譲渡株式数        700 株（譲渡価額  １円） 

   ③移動後の所有株式数     0 株（所有割合  ０％） 

   ※譲渡価額は、当該会社が債務超過であることを考慮しました。 

（3）株式会社新潟ニューエナジー 

   ①移動前の所有株式数    200 株（所有割合 100％） 

   ②譲渡株式数        200 株（譲渡価額  １円） 

   ③移動後の所有株式数     0 株（所有割合  ０％） 

   ※譲渡価額は、当該会社が債務超過であることを考慮しました。 
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11．日程 

        2009 年２月 10 日       株式譲渡計画の承認取締役会 

        2009 年３月 19 日（予定）  株式譲渡の承認取締役会 

                          新設会社株式譲渡契約締結 

        2009 年４月１日(予定)    株式譲渡      

                          ３子会社株式譲渡契約の承認取締役会 

                           ３子会社株式譲渡契約締結 

                         

12．財政状態及び経営成績に与える影響額の見込み 

(1)連結（平成 20 年 12 月期見込み数値を元に計算） 
流動資産   1,870 百万円減少 
固定資産   8,010 百万円減少 
流動負債   1,555 百万円減少 
固定負債   6,772 百万円減少 
 
売上高    2,257 百万円減少 
当期純利益  285 百万円減少 
特別損失   285 百万円 

   ※特別損失及び分割反映後の業績予想については、平成 21 年２月 10 日発表の「平成 21 年６月 

期第２四半期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
 
(2)単体（平成 20 年 12 月期見込み数値を元に計算） 
流動資産   404 百万円減少 
固定資産   278 百万円減少 
流動負債   410 百万円減少 
 
売上高    1,415 百万円減少 
当期純利益  776 百万円減少 
特別損失   776 百万円 

   ※特別損失及び分割反映後の業績予想については、平成 21 年２月 10 日発表の「平成 21 年６月 

期第２四半期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
 
  (3)当期経営成績への影響 
   売上高は大幅に減少するため営業利益、経常利益が減少いたします。また、分社化による事業

構造改善費用の発生が見込まれ当該費用を特別損失とするため、当期純利益は減少する見通し

です。 
 

以 上 


