
平成21年6月期 第2四半期決算短信 
平成21年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ファーストエスコ 上場取引所 東 
コード番号 9514 URL http://www.fesco.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 島崎 知格
問合せ先責任者 （役職名） 財務経理部長 （氏名） 小池 久士 TEL 03-3538-5881

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第2四半期 7,572 ― △604 ― △836 ― △1,182 ―
20年6月期第2四半期 6,964 50.9 △221 ― △378 ― △477 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年6月期第2四半期 △13,288.52 ―
20年6月期第2四半期 △6,163.57 ―

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

21年6月期第2四半期 34,749 6,153 17.7 69,082.76
20年6月期 37,643 7,533 20.0 84,578.46

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  6,149百万円 20年6月期  7,528百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（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

20年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 13,200 △11.6 △860 ― △1,200 ― △1,700 ― △19,098.98

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第2四半期  89,010株 20年6月期  89,010株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  ―株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  89,010株 20年6月期第2四半期  77,450株



※文中の前年同期比又は前年同期額は、参考として記載しております。 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機が各界で取沙汰されるとともに

実体経済の後退が急速に進行し、企業収益の悪化、個人消費の減少、雇用不安等の諸問題が顕著になっ

てきております。 

  このような状況の下、当社グループでは経営効率の改善と収益基盤の強化を目指し、二酸化炭素の排

出量削減をテーマに新たな商品戦略の開拓を推進し新規顧客の獲得に注力してまいりました。また、不

採算事業の収支改善のため事業構造の再編と整備を継続してまいりましたが、グリーンエナジー事業及

び電力ビジネス事業のビジネス環境は依然として厳しい状況が続いております。こうした状況から脱却

し事業構造全体の抜本的収益化を果たすため、「2. 連結財政状態に関する定性的情報 ③(2)電力ビジ

ネス事業の分社化と同事業の譲渡について」に記載のとおり電力ビジネス事業の分社切り離しを決断い

たしました。 

 この結果、第２四半期連結会計期間の業績は、売上高3,405,403千円、営業損失360,310千円、経常損

失491,981千円、当第２四半期純損失835,450千円となりました。 
  
（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おいては、国内の大手電気メーカーや自動車メーカーを筆頭に二酸

化炭素排出量の削減に関する一般消費者へのアピールが広がりを見せており、企業イメージの向上や商

品差別化の意欲は増加の傾向にあります。しかしながら、当第２四半期連結会計期間において急激に波

及した金融危機の影響で、顧客の新たな設備投資意欲は大幅に減退する状況となりました。このような

環境の中、当社グループの提唱する二酸化炭素排出量の物理的な削減によるカーボンコントロールとい

う視点でのエネルギーサービスに対する顧客の理解は、コスト削減としての視点へと変化してきてお

り、若干ではありますが新規のプロジェクトがスタートしております。  

 また、オンサイト自家発電事業では燃料となる重油やガス等の消費ベースでの単価は、それぞれのオ

ンサイトプロジェクトの当初事業開始レベルまで下降しておらず、依然として稼働抑制の状態が続いて

おります。  

 この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は993,880千円、営業利益8,819千円となりました。  

  

（グリーンエナジー事業） 

グリーンエナジー事業においては、木質バイオマス発電所の燃料確保及び調達価格面で、当社グルー

プの計画値より大幅に乖離いたしました。森林系土木残材の集荷については、相対的に量の確保は良好

であるものの、当第２四半期連結会計期間にあたる冬場における建設系廃材の集荷については元来、解

体工事の減少する季節にあたり量の獲得が困難なこと、また木質チップの価格は昨年来一定の高価格水

準を維持しているため、発電稼働率を完全に回復することができず発電コストは高水準を保った形とな

り赤字が増加する結果となりました。  

 収益悪化の要因を改善するため燃料品質の確保及び選別、灰処理費用等その他コストの低減に努めて

おりますが、コスト上昇分をすべて販売価格に転嫁するわけにも行かず厳しい状況が続いております。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は579,670千円、営業損失220,407千円となりました。 

  

（電力ビジネス事業） 

電力ビジネス事業においては、燃料価格の高騰による発電原価の上昇を吸収して、なお収益を確保す

るため、電力小売事業の販売先については契約の更新時期を捉え収益性の良い顧客へと切替えを図ると

ともに、日本卸電力市場の市場価格の動向を吟味し積極的活用を推進いたしました。  

 しかしながら、市場の電力価格は景気悪化の影響を受け平成20年11月末より下落し、売上高は堅調に

推移したものの収益面では大幅な赤字となりました。  

 この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は2,043,830千円、営業損失66,980千円となりまし

た。  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報



①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,122,912千円減少し

5,893,303千円となりました。主な減少要因は、子会社の借入金返済等による現預金の減少及び省エ

ネルギー支援サービス事業に係る受取手形の期日到来による回収、電力ビジネス事業の電力卸市場取

引に係る売掛金の減少と同事業の発電所稼働に係る未収消費税の回収による減少です。 

（固定資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ770,926千円減少し

28,856,638千円となりました。主な減少要因は、有形固定資産の減価償却によるものです。 

（流動負債）  

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ366,606千円減少し

5,748,445千円となりました。主な減少要因は、省エネルギー支援サービス事業及び電力ビジネス事

業における買掛金、未払金の支払いによる減少です。  

（固定負債）  

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,147,945千円減少し

22,847,517千円となりました。主な減少要因は、子会社の発電所に係る長期借入金及び省エネルギー

支援サービス事業の割賦に係る長期未払金の流動負債への振替による減少です。 

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ1,379,287千円減少し

6,153,978千円となりました。減少の主な要因は、当第２四半期連結累計期間の純損失による利益剰

余金の減少です。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結会計期間における累計の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等

調整前第２四半期純利益はマイナスであったものの営業活動によるキュッシュ・フローはプラスとな

り、子会社の発電所設備の投資や長期借入金の返済等で資金を支出した結果、前連結会計年度末に比べ

1,214,538千円減少し2,042,417千円となりました。 

  

（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、税金等調整前四半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があるほか、資金の増加要因では売上債権の回収や未収消費税の還付、減少

要因では仕入債務の支払により、全体として685,080千円（前年同期817,996千円）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、513,912千円（前年同期1,744,270千円）となりました。これは主

に子会社発電所設備、省エネルギー支援サービス事業の新規設備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）  

財務活動の結果使用した資金は、1,385,706千円（前年同期493,953千円）となりました。主な要因

は子会社発電所の長期借入金返済及び省エネルギー支援サービス事業の設備割賦返済の支払です。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報



③事業上及び財務上の対処すべき課題 

(1)子会社借入金に係る財務制限条項への抵触について 

当社の子会社である㈱岩国ウッドパワー、㈱日田ウッドパワー、㈱白河ウッドパワーは、発電所建設

資金をそれぞれ大手都市銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約により調達しております。

平成20年６月期の各単体の事業業績について、平成20年９月末に各シンジケートローン契約先に提出い

たしましたが、それぞれのシンジケート団が定める財務制限条項のうちＤＳＣＲ(デット・サービス・

カバレッジ・レシオ)が規定の数値を下回り、同条項に抵触いたしました。  

 これらの主な要因は、発電所の燃料となる木質バイオマスチップの調達不足による稼働率の低下と燃

料コストの増加を収益に転嫁する仕組みの欠如です。目下のところ、発電所固有の外部顧客に対しては

売電単価の向上交渉を実施し一定の水準まで引上げが完了しておりますが、グループ内取引となる部分

については親会社の事業である電力小売事業の顧客が多岐に渡るため一定の期間をかけ交渉や顧客の入

替作業を実施しております。 

 これらの施策を可及的速やかに実施し、財務制限条項への抵触を回避するこが 重要かつ緊急の課題

と認識しております。なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

について、特段の変更はありません。  
  
(2)電力ビジネス事業の分社化と同事業の譲渡について 

平成21年２月10日付け公表の「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」のとおり、同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同新設子会社株式を㈱ＩＤＩインフラストラクチャー

ズの運営する「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」に、また当社が保有する

発電子会社７社のうち３社の株式のすべてを同新設子会社に譲渡する方向で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。  

 これは、電力ビジネス事業が極めて外部環境に影響を受けやすい事業であることと、今後、当社グル

ープが目指すべき環境価値創造及び収益獲得の達成に向けて抜本的な事業構造の改革が必要であるとの

認識から企業価値向上に資するため不採算部門を譲渡し、継続する事業部門への経営資源の有効的な活

用を図るものです。  

 電力ビジネス事業では、昨年来急激な高騰を見せておりました重油価格は下降局面に入っております

が、一方、天然ガスを含むガス燃料の調達価格は今後さらに上昇する気配で推移しております。電力小

売事業の販売先に関する施策としては、こうした発電原価の上昇分を販売価格に転嫁すべく、契約更改

の機会を捉え順次収益性の高い顧客へとシフトし、同時に小売電力総量を抑制し本来燃料価格の連動す

る電力卸市場へと配分を変更してまいりました。しかしながら、当社グループを取巻く経営環境は、金

融危機を背景に急速に悪化する見通しとなり電力需要にあっては早期の回復は難しく、対する供給サイ

ドでは余剰電力が卸電力単価を引下げる結果となったため電力生産者の競争力を失わせる事態となって

おります。  

 こうした背景を元に、当社グループでは地球温暖化に対する取組みに重点を絞り、将来付加価値の上

昇を期待できるカーボンフリー電力となる木質バイオマス発電所を残し、より一層環境支援事業として

の姿勢を明確にすることで抜本的な事業構造の再構築を図ることを決定いたしました。 

  これにより、次の日程により同事業の分離、譲渡を実施する予定です。   
  
平成21年４月１日 新設分割効力発生、㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ設立  

          普通株式100株を発行し、㈱ファーストエスコに交付  

 平成21年４月１日 ㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ株式のすべてをＩＤＩインフラストラクチャーズ  

                    １号投資有限責任組合に譲渡  

  平成21年４月１日 当社の100％子会社㈱フェスコパワーステーション群馬、㈱中袖クリ  

                    ーンパワー、㈱新潟ニューエナジー株式のすべてを㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ  

          に譲渡 
  

なお、本電力ビジネス事業の分社化及び同事業の譲渡に関する財政状態及び経営成績に与える影響額の

うち、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ものについては、修正

後発事象として当第２四半期連結会計期間において事業構造改善引当金繰入額及び事業構造改善引当金に

計上いたしました。 



  

世界的な金融危機がさらなる広がりを見せる中、景気の悪化はその出口を見出せない状況が続いてお

ります。当社グループの販売先にあたる産業界においても生産調整や人員削減といった方針を打出す企

業が後を絶たず、新たな設備投資意欲は日に日に減退してきております。エネルギー自体を取扱う当社

グループの売上及び原価に関する業績見込みについては、予断をゆるさない事態となってきました。こ

うした中、抜本的な事業構造の再構築を実施するため平成21年２月10日に当社取締役会において、電力

ビジネス事業の分離、譲渡を決議し、同日、業績予想の修正に関するお知らせを公表いたしました。今

後の各事業セグメントにおける活動の方針は次の通りです。 

  

（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、二酸化炭素排出量の削減に関する顧客ニーズをタイムリーに捉

え、企業イメージの向上や顧客の商品生産上の差別化戦略に積極的な提案を展開してまいります。現在

の景況感の中、顧客のエネルギーコスト低減はもとより、将来の事業環境変化に即応すべくあらゆる方

策をもってカーボンコントロールという視点に立ってエネルギーマネージメントサービスを実施してい

く方針です。 

  

（グリーンエナジー事業） 

 グリーンエナジー事業では、安定的な燃料確保を第１の課題とし集荷ルートの拡大や開発に注力して

まいります。バイオマス発電所のカーボンフリー電力の付加価値を高めるべく、知名度、認知度を高め

収益確保、財務体質の改善に努力してまいります。 

  

（電力ビジネス事業）  

 電力ビジネス事業では、速やかに関係取引先に対して新設事業会社としての立場や今後の事業の進め

方についてご了解を得るとともに、継続企業としての収益性確保の方策を確立してまいります。具体的

には、調達側電力である譲渡対象子会社の発電原価の低減やその他の調達先確保、販売側小売契約のさ

らなる拡大及び卸電力市場の動向を的確に判断したポートフォリオの再構築等を実施し、分離独立を確

立してまいります。 

  

当社グループの外部環境と事業推進のための内部環境は重要かつ急速に変化しているとの認識に立

ち、各事業方針の遂行に係る重要な指標をタイムリーに把握するとともに必要な対策をスピーディに実

現することが重要な課題であると認識しております。 

 各事業における具体的な指標とは、省エネルギー支援サービス事業では重油又はガスといったオンサ

イト発電事業の燃料価格の動向や二酸化炭素排出量クレジットの組成に係る枠組みの国又は地方公共団

体の具体的係数算出方法及び制限、規制等であり、グリーンエナジー事業では木質バイオマスチップの

購入単価、ＲＰＳ等の新エネルギークレジット単価、同一地域での他社電力卸売単価等、電力ビジネス

事業では、同セグメント発電所の燃料である重油及びガスの価格、電力卸取引所の電力取引単価、系統

電力会社の原子力発電所の稼働状況、他社運営の特定規模発電所の稼働及び取引価格等です。  

 これらの指標の今後の動向を予測し、二酸化炭素排出量の削減をテーマに当社グループの経営資源の

効率的な運用と事業目的の特化を図り、全体として社会貢献に資することを方針としています。  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

①四半期財務諸表に関する事項 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、総平均法による原価法から総平均

法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として

計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして計算する

方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、有形固定資産にリース資産が38,029千円、同減価償却累

計額が1,495千円計上されたほか、損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

  
  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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



５【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,636,622 5,080,554

受取手形及び売掛金（純額） 1,622,607 2,099,961

貯蔵品 318,175 185,766

その他 316,298 650,532

貸倒引当金 △400 △600

流動資産合計 5,893,303 8,016,215

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,895,494 4,895,494

減価償却累計額 △697,514 △591,417

建物及び構築物（純額） 4,197,980 4,304,076

機械装置及び運搬具 28,483,378 28,433,063

減価償却累計額 △6,427,550 △5,462,331

機械装置及び運搬具（純額） 22,055,828 22,970,732

工具、器具及び備品 167,607 161,698

減価償却累計額 △100,046 △86,268

工具、器具及び備品（純額） 67,561 75,430

土地 809,579 809,579

リース資産 38,029 －

減価償却累計額 △1,495 －

リース資産（純額） 36,534 －

建設仮勘定 441,015 209,480

有形固定資産合計 27,608,499 28,369,299

無形固定資産 315,180 329,072

投資その他の資産   

破産更生債権等 64,484 262

長期前払費用 449,013 476,477

その他 483,944 452,716

貸倒引当金 △64,484 △262

投資その他の資産合計 932,958 929,193

固定資産合計 28,856,638 29,627,565

資産合計 34,749,941 37,643,780



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年6月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,162,025 1,716,343

1年内返済予定の長期借入金 1,427,958 1,785,909

未払金 172,171 438,227

1年内支払予定の長期未払金 1,930,498 1,632,863

リース債務 3,767 －

未払法人税等 89,092 100,579

メンテナンス費用引当金 250,084 210,020

事業構造改善引当金 285,260 －

契約損失引当金 110,627 110,627

その他 316,959 120,481

流動負債合計 5,748,445 6,115,051

固定負債   

長期借入金 12,299,383 13,037,218

長期未払金 8,296,426 9,144,326

リース債務 34,907 －

メンテナンス費用引当金 458,792 244,797

契約損失引当金 753,990 813,527

金利スワップ負債 666,742 －

その他 337,275 755,594

固定負債合計 22,847,517 23,995,462

負債合計 28,595,962 30,110,514

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,594,869 6,594,869

資本剰余金 4,283,079 4,283,079

利益剰余金 △4,062,150 △2,879,339

株主資本合計 6,815,798 7,998,609

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △666,742 △470,280

評価・換算差額等合計 △666,742 △470,280

少数株主持分 4,922 4,938

純資産合計 6,153,978 7,533,266

負債純資産合計 34,749,941 37,643,780



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年7月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,572,457

売上原価 7,728,059

売上総損失（△） △155,602

販売費及び一般管理費 448,723

営業損失（△） △604,326

営業外収益  

受取利息 4,507

受取キャンセル料 25,000

電力工事負担金返戻益 5,975

その他 2,025

営業外収益合計 37,508

営業外費用  

支払利息 268,604

その他 864

営業外費用合計 269,468

経常損失（△） △836,286

特別利益  

貸倒引当金戻入額 200

補助金収入 10,289

破産債権分配金 9,632

特別利益合計 20,121

特別損失  

貸倒引当金繰入額 64,221

事業構造改善引当金繰入額 285,260

特別損失合計 349,482

税金等調整前四半期純損失（△） △1,165,646

法人税、住民税及び事業税 17,180

法人税等合計 17,180

少数株主損失（△） △15

四半期純損失（△） △1,182,811



【第２四半期連結会計期間】 
(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,405,403

売上原価 3,562,432

売上総損失（△） △157,029

販売費及び一般管理費 203,281

営業損失（△） △360,310

営業外収益  

受取利息 423

その他 256

営業外収益合計 679

営業外費用  

支払利息 131,857

その他 492

営業外費用合計 132,350

経常損失（△） △491,981

特別利益  

貸倒引当金戻入額 100

補助金収入 10,289

破産債権分配金 9,632

特別利益合計 20,021

特別損失  

貸倒引当金繰入額 64,221

事業構造改善引当金繰入額 285,260

特別損失合計 349,482

税金等調整前四半期純損失（△） △821,441

法人税、住民税及び事業税 13,798

法人税等合計 13,798

少数株主利益 209

四半期純損失（△） △835,450



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,165,646

減価償却費 1,102,279

貸倒引当金の増減額（△は減少） 64,021

メンテナンス費用引当金（△は減少） 254,058

事業構造改善引当金（△は減少） 285,260

契約損失引当金（△は減少） △59,536

補助金収入 △10,289

受取利息 △4,507

支払利息及び社債利息 268,604

売上債権の増減額（△は増加） 478,382

たな卸資産の増減額（△は増加） △132,409

その他の資産の増減額（△は増加） △69,682

仕入債務の増減額（△は減少） △610,542

預り金の増減額（△は減少） 52,544

未収消費税等の増減額（△は増加） 371,577

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,645

その他の負債の増減額（△は減少） 101,874

小計 961,634

利息及び配当金の受取額 3,862

利息の支払額 △266,584

法人税等の支払額 △15,929

法人税等の還付額 2,097

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,080

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △541,917

無形固定資産の取得による支出 △1,800

長期前払費用の取得による支出 △1,323

貸付金の回収による収入 15,000

差入保証金の差入による支出 △4,000

差入保証金の回収による収入 20,128

投資活動によるキャッシュ・フロー △513,912

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △1,095,786

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

74,750

割賦債務の返済による支出 △592,809

リース債務の返済による支出 △1,255

担保に供した預金の増減額（△は増加） 229,394

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,385,706

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,214,538

現金及び現金同等物の期首残高 3,256,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,042,417



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当社の子会社である㈱岩国ウッドパワー、㈱日田ウッドパワー、㈱白河ウッドパワーは、発電所建設

資金をそれぞれ大手都市銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約により調達しております。

平成20年６月期の各単体の事業業績において、燃料となる木質バイオマスチップの調達不足を主因とす

る稼働率の低下により、財務及び資金状況が悪化し財務制限条項に抵触することとなりました。 

各子会社のシンジケートローン契約の平成20年12月31日現在の残高は、次のとおりです。 

㈱岩国ウッドパワー 1,558,750千円 

㈱日田ウッドパワー 2,625,000千円 

㈱白河ウッドパワー 2,227,500千円 

当社は上記借入金について債務保証を行っております。 

当該状況により、当社連結グループの継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。 

当社グループは当該疑義を解消すべく、平成21年６月期の経営計画において次の諸策を実施しており

ます。 

  

<各ウッドパワー発電所の収益改善策> 

①発電所より組成される電力及び新エネルギー価値(ＲＰＳ等)の向上 

発電電力単価の改定を当事者である外部の特定規模電力事業者及び当社に申入れ、一部実施。  

気候変動に関する国際連合枠組条約(京都議定書等)に基づく温暖化ガス削減の取組を背景に従来の

ＲＰＳ価値とは異なった国及び地方公共団体が主導する新たな再生可能エネルギーの導入基準制度

の実効価値の算定とその参入可能性の実証。 

②木質バイオマス発電燃料の安定的な確保 

各ウッドパワー発電所の立地条件を考慮し、収集地域の拡大、林地残材系と解体土木廃材系のそれ

ぞれの調達ルートの開拓、従前の木質チップ収集スキーム以外の代替ルートの開拓等。 

③発電原価の低減 

木質焼却灰処理費を低減する方策として灰固化技術を利用した新たな処分スキームの着手、その

他、燃料品質改善によるメンテナンスコスト等の削減。 
  

<当社グループ全体への影響回避策> 

①子会社発電所の電力は、今後、連結グループ外企業に対するものとなるためカーボンフリー電力と

しての付加価値をより一層高めるべく販売チャネルを拡大。 

②各ウッドパワー個別の財務、資金状況に対応して、当社より事業資金を提供することによりそれぞ

れの財務状況を改善するとともに、シンジケートローン契約先に対しては財務制限条項の緩和を申

入れ。 

③木質バイオマス発電による新エネルギー価値（ＲＰＳ等）と顧客エネルギー使用量そのものを低減

する省エネルギー事業部門を一体的な付加価値創造のソリューションを提供する部門として位置づ

け温暖化ガス、とりわけ二酸化炭素の排出削減に向けたカーボンマネジメント分野への展開。具体

的には、従来、各事業セグメントにおいてそれぞれ単独の事業目標を設定し遂行していたものを、

総合的な顧客ニーズに合わせ省エネルギー支援サービスとセットでクリーンな電力の販売や新エネ

ルギー価値のクレジットを利用した顧客販売戦略への提言、同クレジットの預託販売等の分野へ参

入。 
  

このような施策を実施する中、子会社が財務制限条項に抵触している事実について各シンジケートロ

ーン契約先と協議を行っており、期限の利益の喪失を猶予し引続き継続的な取引を維持していただく見

込みです。なお、一部の契約先については、期限の利益の喪失を免除する旨の通知書を頂いておりま

す。 

当第２四半期連結会計期間末における連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このよう

な重要な疑義の影響を連結財務諸表に反映しておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記



  

【事業の種類別セグメント情報】 
  
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 
(注)１. 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は下記のとおりです。 

 
  

【所在地別セグメント情報】 
  
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31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。 

  

【海外売上高】 
  
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

該当事項なし 

  

(5) セグメント情報

省エネルギー
支援サービス

事業 
(千円)

グリーンエナ
ジー事業 
(千円)

電力ビジネス
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高

2,091,035 746,103 4,735,318 7,572,457 ― 7,572,457

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― 407,245 11,053 418,298 (418,298) ―

計 2,091,035 1,153,348 4,746,372 7,990,755 (418,298) 7,572,457

営業利益(又は営業損失) 16,890 △357,818 △93,333 △434,261 (170,064) △604,326

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 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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 
  

「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第２四半期連結累計期間

(自 平成19年７月１日

至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,964,067

Ⅱ 売上原価 6,707,337

   売上総損失（△） 256,730

Ⅲ 販売費及び一般管理費 478,009

   営業損失（△） △221,278

Ⅳ 営業外収益

 １. 受取利息 3,261

 ２. 消費税等還付加算金 2,163

 ３. 債務免除益 813

 ４. その他 408 6,647

Ⅴ 営業外費用

 １. 支払利息 159,435

 ２. その他 4,834 164,269

   経常損失（△） △378,901

Ⅵ 特別利益

 １. 貸倒引当金戻入益 400 400

税金等調整前第２四半期純
損失（△）

△378,501

   法人税、住民税及び事業税 103,155

   法人税等調整額 △3,799 99,355

   少数株主損失（△） △488

   第２四半期純損失（△） △477,368



  

 
  

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第２四半期連結累計期間

(自 平成19年７月１日

至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前第２四半期純損失（△） △378,501

   減価償却費 859,078

   有形固定資産売却益 △66

   無形固定資産売却損 498

   貸倒引当金の減少額 △400

   メンテナンス費用引当金の増加額 36,557

   設備改善費用引当金の減少額 △11,597

   契約損失引当金の減少額 △55,006

   受取利息及び受取配当金 △3,261

   支払利息 159,435

   売上債権の増加額 △412,668

   たな卸資産の減少額 101,622

   その他資産の減少額 41,786

   仕入債務の増加額 521,175

   預り金の増加額 42,448

   未収消費税等の減少額 57,890

   未払消費税等の減少額 △33,811

   その他資産の減少額 △22,802

     小  計 902,375

   利息及び配当金の受取額 2,960

   利息の支払額 △128,018

   法人税等の支払額 △20,702

   法人税等の還付額 61,381

  営業活動によるキャッシュ・フロー 817,996

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △1,676,901

   有形固定資産の売却による収入 1,000

   無形固定資産の取得による支出 △7,506

   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 △52

   貸付金の貸出による支出 △30,000

   貸付金の回収による収入 8,000

   投資有価証券の取得による支出 △2,500

   敷金保証金の差入による支出 △43,202

   保証金の返還による収入 4,459

   その他 △100

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,744,270



 
  

  

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年７月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

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 540,000

   長期借入金の返済による支出 △408,995

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

1,255,670

   割賦債務の支払額 △951,643

   株式の発行による収入 282,727

   担保に供した預金の増加額 △223,806

   財務活動によるキャッシュ・フロー 493,953

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △432,320

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,914,218

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,481,897



前第２四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

 
(注) １. 事業の区分の方法 

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. 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154,621千円であり、その主な

ものは当社の管理部門に係わる費用です。 

３. 各区分に属する主要なサービスは下記のとおりです。 

 
  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31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。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

  

  

（要約）前四半期セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

省エネルギー
支援サービス

事業 
(千円)

グリーンエナ
ジー事業 
(千円)

電力ビジネス
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社 
(千円)

連結(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,519,451 697,773 3,746,843 6,964,067 ― 6,964,067

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 354,560 ― 354,560 (354,560) ―

計 2,519,451 1,052,333 3,746,843 7,318,628 (354,560) 6,964,067

  営業費用 2,601,835 1,194,113 3,589,337 7,385,285 (199,938) 7,185,346

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△82,383 △141,779 157,505 △66,657  (154,621) △221,278

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 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。

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】




