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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 10,330 ― △838 ― △1,193 ― △1,556 ―
20年6月期第3四半期 10,958 46.1 △435 ― △763 ― △840 ―

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3四半期 △17,483.71 ―
20年6月期第3四半期 △10,823.70 ―

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3四半期 34,482 5,849 16.9 65,664.42
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3四半期  5,844百万円 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
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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）  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） 

〔(注）詳細は、８ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕 

(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3四半期 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3四半期 0株 20年6月期 0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第3四半期 89,010株 20年6月期第3四半期 77,609株
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※平成21年６月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年第１四

半期決算短信（平成20年11月14日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年２月13日開示）をご参照ください。

※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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融危機の影響が深刻

化し、産業界では大幅な減産体制の実施や雇用悪化により、様々な業種へ波及するとともに、国内景気

は一段と後退してまいりました。企業収益の悪化や個人消費の減少、株価の低迷等の諸現象により将来

の展望に不安感が広がってきております。 

 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大幅な事業構造の

改革を推進する一方、平成21年４月施行の改正省エネ法に対応して、顧客の二酸化炭素排出量削減をタ

イムリーに支援するため新たな商品戦略の開拓と新規顧客の獲得に注力してまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高2,758,129千円、営業損失234,480千円、経常

損失356,833千円、当第３四半期純損失373,413千円となりました。 
  
（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、企業イメージの向上や商品差別化の手法として二酸化炭

素排出量の削減を一般消費者へ積極的にアピールする傾向が広がりを見せており、また、省エネ法の改

正でエネルギーを大量消費する企業では自社で使用するエネルギー消費量の削減計画の策定や報告義務

が生じたことにより、具体的な対応の必要性を認識されるようになってまいりました。当社グループで

は、こうしたニーズに応えるため、顧客企業自身が自社のエネルギー消費状況を時系列、事業所単位で

複合的に把握できる総合エネルギー管理システム「ＥＩＡ２ サービス」の導入の働きかけを積極的に

推進しております。 

 国内景気の減退や先行きの不透明感により、顧客の新たな設備投資意欲は低下した状況が続いており

ますが、一方では、コスト削減としての省エネルギー施策は需要が高まりつつあり業務系多店舗運営企

業において新規のプロジェクトがスタートしております。こうした業務系多店舗運営企業へ実施した省

エネルギー施策のひとつで年間2,173t-CO2の削減効果を上げることが認められ、財団法人省エネルギー

センター主催の「第４回優良ＥＳＣＯ事業」において、銅賞を獲得することができました。 

 また、オンサイト自家発電事業では燃料価格の乱高下は落ち着きを見せているものの、生産需要が大

幅に減少しており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３四半期連結会計期間の売上高は976,982千円、営業利益17,458千円となりました。 
  
（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、冬場における建設系廃材の確保が困難な状況が続き、木質バイオ

マスチップの価格もやや下降の傾向を示しているものの依然一定の高価格水準を維持しているため、発

電稼働率を十分に回復することができず損失を増加させる結果となりました。 

 木質バイオマス発電の付加価値向上の新たな試みとして、財団法人日本エネルギー経済研究所及びグ

リーンエネルギー認証センターより㈱岩国ウッドパワーの発電設備がグリーン電力発電設備基準の適合

認定を取得いたしました。この認定により、㈱岩国ウッドパワーはグリーン電力証書を発行することが

可能となり、今後、同証書を利用したカーボンマネジメントソリューション事業を開発してまいりま

す。  

 この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は508,481千円、営業損失164,752千円となりました。
  
（電力ビジネス事業） 

電力ビジネス事業においては、平成21年２月10日開催の当社取締役会で決議された本事業の分社化に

向け関係各所との調整を行い同年４月１日付で新会社㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒを誕生させました。当該新会社

への事業引継ぎにおいて、関西地区の電力小売りはすべて終了し、関東、東北地区の事業を承継してお

ります。当第３四半期連結会計期間では、卸電力市場価格の下落により市場取引分野では依然厳しい状

況が続いたものの、電力小売りの収益性改善が若干伸展し赤字を解消いたしました。  

 この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,467,110千円、営業利益1,928千円となりました。
  

・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
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①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産）  

 当第３四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2,974,486千円減少し

5,041,729千円となりました。主な減少要因は、子会社の借入金返済、電力ビジネス事業における発

電所稼働に係る買掛金支払による現預金の減少です。 

（固定資産）  

 当第３四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186,674千円減少し

29,440,890千円となりました。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３四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590,423千円増加し

6,705,475千円となりました。主な増加要因は、事業構造改善引当金の計上、省エネルギー支援サー

ビス事業の新規プロジェクトに係る１年内支払予定の長期未払金、子会社の借入金であり、一方、主

な減少要因は省エネルギー支援サービス、電力ビジネス事業の買掛金、未払金の支払によるもので

す。  

（固定負債）  

 当第３四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2,068,222千円減少し

21,927,240千円となりました。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ものです。 

（純資産）  

 当第３四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1,683,362千円減少し

5,849,904千円となりました。主な減少要因は、当第３四半期連結累計期間の純損失による利益剰余

金の減少によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

当第３四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３四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

2,187,490千円減少し1,069,465千円となりました。なお、当第３四半期連結会計期間の減少の主な要因

は、投資活動における有形固定資産の取得に係る支出です。 

  

（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635,876千円（前年同期1,427,765千円）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、1,349,965千円（前年同期5,601,994千円）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。当第３四半期連結会計期間の主な支出は、㈱新潟ニューエナジーの発電設備に係るもので

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、1,473,400千円（前年同期4,372,379千円獲得）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
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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できなかったことです。木質バイオマスチップの収集については集荷地域

や搬入ルート、方法の拡大を推進し、コストの低減については代替燃料の積極的な開発とバイオマスボ

イラーの効率的な運用を展開してまいります。また、親会社の電力ビジネス事業の分離により、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してまいります。  

 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とが 重要かつ緊急の課

題と認識しております。なお、当社及び子会社の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は、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、平成21年４月１日付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いたしました。  

これにより、当社グループはオンサイト自家発電を主とする産業系省エネルギー支援、大型多店舗の

空調・照明・冷蔵機器等の効率的な運用を主とする業務系省エネルギー支援、顧客の二酸化炭素排出量

を総合的に管理・低減するカーボンマネジメント等のサービス事業及び木質バイオマス発電所の運営に

よる二酸化炭素排出フリーエネルギーのグリーンエナジー事業を柱とした環境負荷軽減の実現に貢献す

る企業使命をより明確化し、新たなステージへと進化してまいります。 

そのため、顧客が要望する新たなニーズをタイムリーに把握し、ＬＥＤ照明や太陽光パネルを利用し

た新エネルギーの利用といった新技術を積極的に活用できる競争力のある企業体質を構築することが緊

急の課題であると認識しております。また、当社グループは特定の系列企業に属さないという特質を

大限に活用し、産業系、業務系のあらゆる分野で物理的な二酸化炭素の排出量の低減に貢献する営業活

動を拡大するとともに、それぞれのプロジェクトで安定的な収益を確保していくことが重要であると認

識しております。 
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世界的な金融危機はより深刻化を見せ、自動車産業や家電メーカーを筆頭に大幅な減産や人員削減が

行われ、先行きの景気の動向は未だその出口を見出せない事態が続いております。当社グループの産業

系、業務系の販売先においても、新たな設備投資意欲は減退し、新規の受注に関しては苦戦を強いられ

る状況となっております。既存顧客のエネルギー利用状況は、昨年末の混沌とした状態から大幅な変化

はなく一定の水準を保って推移しております。こうした状況のもと、抜本的な事業構造の再構築を実施

するため平成21年４月１日付けで電力ビジネス事業の分離、譲渡を実施いたしました。 

 当社グループの業績見込みについては、省エネルギー支援サービス事業の業績が第４四半期に集中す

る傾向があること、グリーンエナジー事業の電力販売先が電力ビジネス事業の分離譲渡により外部顧客

となることから、平成21年２月10日に公表いたしました業績予想を据え置いております。なお、業績予

想は現時点で入手可能な状況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

ります。実際の業績等は、業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。 

 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。 

 平成21年４月１日施行の改正省エネ法では、エネルギー使用量の計測とその改善計画の提出義務の生

ずる企業範囲が広げられ、省エネルギー支援サービス事業のマーケットは拡大の傾向にあります。これ

らの環境の変化を的確に捉え、顧客の視点に立ったサービスの拡充を推進してまいります。 
  
（グリーンエナジー事業） 

 グリーンエナジー事業では、安定的な燃料確保を第一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。 

 当社グループの取扱うエネルギーマネジメントサービスの一環として、従来、電力事業者を対象とし

ていた二酸化炭素排出フリークレジット価値であるＲＰＳ証書を、新たな試みとして電力消費者を対象

としたグリーン電力証書に一部転換いたしました。省エネルギーの市場規模の広がりとリンクして、今

後、注目されるであろう付加価値の創造に着手してまいります。 
  
（電力ビジネス事業）  

 電力ビジネス事業は、平成21年４月１日付けで分社、㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒとして独立し、同日、株式譲

渡により当社グループの連結範囲より除外することとなりました。当第３四半期連結会計期間では、関

西地区での電力小売事業を顧客との契約更新時期を境に終了し、関東及び東北地区での電力小売事業で

は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活動を中

心に進めてまいりました。 
  
（補足）電力ビジネス事業の分割及び譲渡について 

当社の運営する電力ビジネス事業を新設分割の方法により分割し、平成21年４月１日に㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒを設

立いたしました。当社が保有している同事業に係る資産及び負債を㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒへ移転するとともに、移転

財産の差額を資本及び資本剰余金として同社の株式100株を発行し当社へ交付いたしました。  

 また、同日付で㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒの株式のすべてを㈱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」に譲渡するとともに、当社が保有する当社の100％子会社

である「㈱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」の株式

のすべてを㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒに譲渡しております。 

（1）㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒの株式の譲渡 

売却先；㈱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」 

事業内容；電力ビジネス事業  売却時期；平成21年４月１日    株式数 ；100株    

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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売却価額；１千万円      売却損益；（連結）278百万円損失  売却後の持ち分；０％ 

（2）㈱フェスコパワーステーション群馬の株式の譲渡 

売却先；㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 

事業内容；発電事業      売却時期；平成21年４月１日    株式数 ；1,000株 

売却価額；１円        売却損益；（連結）―       売却後の持ち分；０％ 

（3）㈱中袖クリーンパワーの株式の譲渡 

売却先；㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 

事業内容；発電事業      売却時期；平成21年４月１日    株式数 ；700株 

売却価額；１円        売却損益；（連結）―       売却後の持ち分；０％ 

（4）㈱新潟ニューエナジーの株式の譲渡 

売却先；㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 

事業内容；発電事業      売却時期；平成21年４月１日    株式数 ；200株 

売却価額；１円        売却損益；（連結）25百万円損失  売却後の持ち分；０％ 

  

上記子会社株式の譲渡により、連結会計年度末において当該４社は連結対象から除外されます。当第３四半期

連結会計期間末の残高における連結除外の影響額は次のとおりです。 

（1）四半期連結貸借対照表 

流動資産   974百万円減少 

固定資産 8,214百万円減少 

流動負債 1,764百万円減少 

固定負債 7,120百万円減少 

（2）四半期連結損益計算書（累計） 

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、分割

譲渡の際に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、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285,260千円計上しております。 

 なお、当該事象の引当金の取崩等会計上の処理は、譲渡日が平成21年４月１日であるため、第４四半期連結

会計期間に行う予定です。 

  

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

方針の遂行に係る主要な指標をタイムリーに把握するとともに打つべき対策をスピーディに実行に移す

ことが重要な課題であると認識しています。  

 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手法及び制限、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やグリーン電力証書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。 
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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361,095千円、同減価償却

累計額が7,504千円計上されたほか、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
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１【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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 2,866,135 5,080,554

受取手形及び売掛金 1,424,191 2,099,961

貯蔵品 309,791 185,766

その他 442,011 650,532

貸倒引当金 △400 △600

流動資産合計 5,041,729 8,016,215

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,256,895 4,895,494

減価償却累計額 △751,588 △591,417

建物及び構築物（純額） 4,505,306 4,304,076

機械装置及び運搬具 29,365,433 28,433,063

減価償却累計額 △6,916,393 △5,462,331

機械装置及び運搬具（純額） 22,449,040 22,970,732

工具、器具及び備品 170,476 161,698

減価償却累計額 △107,730 △86,268

工具、器具及び備品（純額） 62,746 75,430

土地 809,579 809,579

リース資産 361,095 －

減価償却累計額 △7,504 －

リース資産（純額） 353,591 －

建設仮勘定 － 209,480

有形固定資産合計 28,180,263 28,369,299

無形固定資産 316,819 329,072

投資その他の資産   

破産更生債権等 64,484 262

長期前払費用 434,635 476,477

その他 509,172 452,716

貸倒引当金 △64,484 △262

投資その他の資産合計 943,807 929,193

固定資産合計 29,440,890 29,627,565

資産合計 34,482,620 37,643,780
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 672,351 1,716,343

短期借入金 450,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,426,557 1,785,909

未払金 179,662 438,227

1年内支払予定の長期未払金 2,869,854 1,632,863

リース債務 35,973 －

未払法人税等 129,983 100,579

メンテナンス費用引当金 185,944 210,020

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 359,260 120,481

流動負債合計 6,705,475 6,115,051

固定負債   

長期借入金 12,020,822 13,037,218

長期未払金 7,439,633 9,144,326

リース債務 340,979 －

メンテナンス費用引当金 440,943 244,797

契約損失引当金 722,812 813,527

金利スワップ負債 597,594 －

その他 364,453 755,594

固定負債合計 21,927,240 23,995,462

負債合計 28,632,715 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 △4,435,564 △2,879,339

株主資本合計 6,442,384 7,998,609

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △597,594 △470,280

評価・換算差額等合計 △597,594 △470,280

少数株主持分 5,114 4,938

純資産合計 5,849,904 7,533,266

負債純資産合計 34,482,620 37,643,780
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 10,330,586

売上原価 10,509,968

売上総損失（△） △179,381

販売費及び一般管理費 659,424

営業損失（△） △838,806

営業外収益  

受取利息 7,199

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 2,405

営業外収益合計 40,580

営業外費用  

支払利息 394,029

その他 864

営業外費用合計 394,894

経常損失（△） △1,193,119

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  

店舗閉鎖損失 2,081

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 351,564

税金等調整前四半期純損失（△） △1,524,561

法人税、住民税及び事業税 31,486

法人税等合計 31,486

少数株主利益 176

四半期純損失（△） △1,556,224

㈱ファーストエスコ（9514）　平成21年６月期　第３四半期決算短信

－11－



【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,758,129

売上原価 2,781,908

売上総損失（△） △23,779

販売費及び一般管理費 210,700

営業損失（△） △234,480

営業外収益  

受取利息 2,692

その他 379

営業外収益合計 3,071

営業外費用  

支払利息 125,425

その他 0

営業外費用合計 125,425

経常損失（△） △356,833

特別損失  

店舗閉鎖損失 2,081

特別損失合計 2,081

税金等調整前四半期純損失（△） △358,915

法人税、住民税及び事業税 14,305

法人税等合計 14,305

少数株主利益 192

四半期純損失（△） △373,413
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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（△） △1,524,561

減価償却費 1,666,845

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） 172,070

事業構造改善引当金（△は減少） 285,260

契約損失引当金（△は減少） △90,714

補助金収入 △10,289

受取利息 △7,199

支払利息及び社債利息 394,029

売上債権の増減額（△は増加） 675,770

たな卸資産の増減額（△は増加） △124,024

その他の資産の増減額（△は増加） 123,359

仕入債務の増減額（△は減少） △1,097,255

預り金の増減額（△は減少） 76,340

未収消費税等の増減額（△は増加） 285,057

未払消費税等の増減額（△は減少） 49,050

その他の負債の増減額（△は減少） 82,246

小計 1,020,005

利息及び配当金の受取額 6,241

利息の支払額 △371,664

法人税等の支払額 △20,803

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 635,876

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 △1,369,645

無形固定資産の取得による支出 △11,392

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 △4,313

差入保証金の回収による収入 21,709

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,349,965

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 450,000

長期借入金の返済による支出 △1,375,747

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

325,610

割賦債務の返済による支出 △897,994

リース債務の返済による支出 △2,197

担保に供した預金の増減額（△は増加） 26,929

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,473,400

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） △2,187,490

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 1,069,465
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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21年３月31日現在の残高は、次のとおりです。 

㈱岩国ウッドパワー 1,505,000千円 

㈱日田ウッドパワー 2,500,000千円 

㈱白河ウッドパワー 2,160,000千円 

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発電所の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。  

電力事業者を対象としたＲＰＳ証書のほか、電力消費者を対象としたグリーン電力証書等環境価値

の創造、拡大。 

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／グリーン電力証書等）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３四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
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【事業の種類別セグメント情報】 
  
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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

3,068,018 1,061,675 6,200,893 10,330,586 ― 10,330,586

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― 600,154 12,589 612,744 (612,744) ―

計 3,068,018 1,661,829 6,213,482 10,943,331 (612,744) 10,330,586

営業利益又は営業損失（△） 34,349 △522,571 △91,405 △579,627 (259,178) △838,806

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
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年７月１日

至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 10,958,189

Ⅱ 売上原価 10,680,728

   売上総利益 277,460

Ⅲ 販売費及び一般管理費 712,620

   営業損失（△） △435,160

Ⅳ 営業外収益

 １. 受取利息 6,314

 ２. 消費税等還付加算金 2,163

 ３. 債務免除益 813

 ４. その他 495 9,787

Ⅴ 営業外費用

 １. 支払利息 313,701

 ２. 株式交付費 3,453

 ３. 財務アドバイザリーフィー 17,093

 ４. その他 3,847 338,095

   経常損失（△） △763,468

Ⅵ 特別利益

 １. 貸倒引当金戻入益 400 400

税金等調整前第３四半期純
損失（△）

△763,068

   法人税、住民税及び事業税 84,151

   法人税等調整額 △6,067 78,083

   少数株主損失（△） △1,126

   第３四半期純損失（△） △840,025
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年７月１日

至 平成20年３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３四半期純損失（△） △763,068

   減価償却費 1,413,958

   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 158,641

   設備改善費用引当金の減少額 △19,939

   契約損失引当金の増加額 495,759

   受取利息及び受取配当金 △6,314

   支払利息 313,701

   売上債権の増加額 △81,378

   たな卸資産の減少額 107,309

   その他資産の増加額 △378,171

   仕入債務の増加額 339,444

   未収消費税等の減少額 53,897

   未払消費税等の減少額 △26,550

   その他負債の増加額 69,640

     小  計 1,676,963

   利息及び配当金の受取額 5,884

   利息の支払額 △293,075

   法人税等の支払額 △25,782

   法人税等の還付額 63,775

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,427,765

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 △5,491,782

   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 △7,348

   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 15,000

   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 △111,202

   保証金の返還による収入 22,459

   その他 △100

  投資活動によるキャッシュ・フロー △5,601,994
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前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年７月１日
至 平成20年３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 4,640,000

   長期借入金の返済による支出 △688,892

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

1,446,791

   割賦債務の支払額 △1,266,279

   株式の発行による収入 880,388

   少数株主からの払込による収入 5,000

   担保に供した預金の増加額 △644,628

   財務活動によるキャッシュ・フロー 4,372,379

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 198,150

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 4,112,368
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３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240,642千円であり、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３四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３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３四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３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

3,649,160 1,035,866 6,273,162 10,958,189 ― 10,958,189

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 511,118 ― 511,118 (511,118) ―

計 3,649,160 1,546,984 6,273,162 11,469,307 (511,118) 10,958,189

  営業費用 3,703,753 1,850,910 6,109,161 11,663,825 (270,476) 11,393,349

営業利益又は営業損失(△) △54,593 △303,926 164,001 △194,517  (240,642) △435,160

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】
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