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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9月30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 ％

22年6月期第1四半期 1,579 △62.1 △153 ― △216 ― △387 ―
21年6月期第1四半期 4,167 ― △244 ― △344 ― △347 ―

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

22年6月期第1四半期 △4,359.00 ―
21年6月期第1四半期 △3,902.49 ―

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

22年6月期第1四半期 22,568 3,228 14.3 36,266.50
21年6月期 23,075 3,597 15.6 40,365.94

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  3,228百万円 21年6月期  3,592百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,600 △52.5 30 ― △90 ― △95 ― △1,067.30

通期 7,400 △37.7 250 ― 30 ― 20 ― 224.69

－ 1 －



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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 業績予想の前提となる条件については、6ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年6月期第1四半期 89,010株 21年6月期  89,010株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 89,010株 21年6月期第1四半期 89,010株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、自動車関連産業、家電業界において購入促進策等

の経済支援政策の影響で下げ止まりの動きが見られましたが、雇用環境の悪化や補正予算の一部執行停

止等の先行きの不透明感により、建設業界を筆頭に民間設備投資に関連する事業環境は一段と厳しい状

況が続きました。  

 このような状況の下、当社グループでは引き続き中核となる事業基盤の刷新を図ってまいりました。

省エネルギー支援サービス事業では、既存プロジェクトの安定的な運営と収益強化を目的とした部門

と、顧客の二酸化炭素排出量の削減ニーズに対応し、幅広いサービスを提供することで新規案件の獲得

を図る部門とに区分けし、それぞれ専門分野において十分な活動ができる体制に改革いたしました。ま

た、新エネルギー創造の中核となるバイオマス発電所では、それぞれの事業環境に即した事業基盤を整

備するため、これまで発電所ごとに独立した組織運営を行ってきたものを、他の発電所との連携強化を

図り、コストの低減や安定運用、燃料収集体制の充実などを推進する体制を整備しております。  

 当第1四半期連結会計期間における当社グループの業況としては、省エネルギー支援サービス事業の

既存プロジェクトに係る事業成績は、大きなトラブルもなく比較的安定的に推移いたしました。顧客の

オンサイト自家発電設備の稼働状況は、燃料価格の高騰がひと段落したものの、全国的な景気の低迷に

より大幅な改善は見られておりません。大手商業施設を中心とする業務系顧客に対する省エネルギー支

援サービスは、堅調な売上を維持いたしました。グリーンエナジー事業においては、３基のバイオマス

発電所の内一基を除き高稼働率で推移いたしました。毎年、夏のお盆の時期に燃料収集が一時的に減少

しますが、この期間を除きほぼフル稼働を維持することができました。一方、稼働率６０％前後で推移

した一基は、燃料不足のほか、排ガス温度の上昇というトラブルを抱えておりましたが、平成21年10月

に全面的な定期点検整備を終了し11月よりフル稼働を再開しております。その他の要因としては、前連

結会計年度において譲渡した電力ビジネス事業の発電子会社２社の財務状況の変化により、貸付金に対

する貸倒引当金を合計で170,000千円積増し特別損失に計上いたしました。  

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,579,049千円(前年同期比62.1%減)、営業損

失153,391千円(前年同期244,015千円の損失)、経常損失216,934千円(前年同期344,304千円の損失)、当

第１四半期純損失387,994千円(前年同期347,360千円の損失)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、顧客の関心は、省エネ法、温対法、東京都環境確保条例等

に対応するため、自社のエネルギー戦略の見直しや効率化の推進といった方向に動いてまいりました。

全国的に店舗を展開するスーパーマーケットはもとより、産業系中小企業、学校法人等の様々な業種か

ら省エネルギー診断の要望が強まってきております。新規プロジェクトの獲得としては、こうした需要

にいち早く対応し、法制対応支援や、省エネ施策の推進支援などの新たな提案を積極的に推進しており

ます。しかしながら、景気の先行きの不透明感や、金融不安を背景として、大口の設備投資には慎重な

姿勢が強まっているのが実情です。こうした中、当第１四半期連結会計期間では、省エネルギー診断の

他、新エネルギー使用合理化支援コンサル業務に関する受注をしております。  

 一方、既存プロジェクトでは、オンサイト自家発電事業において顧客の生産需要の減少から大幅な改

善は見られないものの、業務系省エネルギー事業とともに大きなトラブルもなく堅調に推移いたしまし

た。  

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、932,196千円（前年同期比15.0%減）、営業損益で

は1,435千円の利益（前年同期8,071千円の利益）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、燃料となる木質チップ価格の高止まりは依然として継続してお

り、収益的には厳しい状況が続いております。当第１四半期連結会計期間においては、木質チップ購入

で競合する近隣の需要家が、生産調整等を実施している影響により、木質チップの量的確保は比較的順

調に推移いたしましたが、公共工事の減少や住宅着工の減少などが続いており、今後も引き続き収集努

力が必要と予想されます。  

 こうした事業環境の変化に対応すべく、当社グループでは３基のバイオマス発電所の主要な業務とな

る燃料調達・設備保守・灰処理等において発電所間の連携をとり、情報の共有化、コスト意識の向上、

・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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設備稼働の安定化を推進する体制を整備しております。それぞれの発電所の立地に関する制約を分析

するとともに、共通して対処が可能な分野では協力して収益構造の改善に取組んでいます。  

 前連結会計年度において、当社が運営する電力ビジネス事業を分割譲渡したことにより、３基のバイ

オマス発電所が生産する電力、及びＲＰＳクレジット、またはグリーン電力証書クレジットの全てが外

部売上高となっております。  

 当第１四半期連結会計期間の売上高は、646,853千円（前年同期比12.8%増）、営業損益は66,719千円

の損失（前年同期137,411千円の損失）となりました。 
  

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産）  

 当第１四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13,880千円減少し

2,903,594千円となりました。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１四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492,812千円減少し

19,664,778千円となりました。主な増加要因は、省エネルギー支援サービス事業に係る有形固定資産

の取得であり、主な減少要因は、有形固定資産の減価償却、貸倒引当金の積増しによるものです。 

（流動負債）  

 当第１四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182,261千円減少し

4,448,704千円となりました。主な減少要因は、省エネルギー支援サービス事業の新規プロジェクト

に係る１年以内支払予定の長期未払金の支払によるものです。  

（固定負債）  

 当第１四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45,159千円増加し

14,891,587千円となりました。主な増加要因は、親会社の借入金の収入であり、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１四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369,591千円減少し

3,228,080千円となりました。主な減少要因は、当第１四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１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前

第１四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ャッシュ・フローではプラスとなり、省

エネルギー支援サービス事業の新規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110,713千円増加し363,728千円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間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、預り金の増加、未収消費税等の回収の結果、92,488千円(前年同期610,268

千円の収入)となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果得られた資金は、11,236千円(前年同期268,783千円の支出)となりました。これは

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り支出

したものの、子会社の定期預金の取崩並びに保証金の返還による収入があったためです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果得られた資金は、6,988千円(前年同期780,475千円の支出)となりました。主な増加

要因は親会社の長期借入れによる収入、子会社発電所の長期借入金返済及び同借入金のシンジケー

ト・ローン口座の預金増加に伴う担保預金、主な減少要因は省エネルギー支援サービス事業設備の割

賦返済の支出です。 

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)収益性の改善 

省エネルギー支援サービス事業では、省エネ法、東京都環境確保条例等の改正により、様々な業種で

温暖化ガス排出量削減に関する対応が具体化しつつあります。現在の各企業の対応としては、まず自社

の使用エネルギーの拠点毎の把握と、今後の削減計画の策定、そして 小のコストで削減計画を実施す

ることにあります。各企業の拠点毎のエネルギー削減には、その使用条件、例えば生産量、販売高、来

店者数、温度、湿度、天候といった要素を勘案して、運用および設備の改善を 適に組み合わせた対策

が必要となります。こうした削減計画の策定や実施には、専門的な知識と多くの設備を手掛けた実績に

よる各種のノウハウを持った人材が欠かせません。当社グループには、これまでの経験から数多くの技

術的な蓄積がありますが、急速な広がりを見せる顧客の要望に応えるためさらなる人員の強化が必要で

あり、こうした人材を確保することが課題と考えております。  

当社グループにおける収益低迷の 大の要因は、グリーンエナジー事業のバイオマス発電所の稼働率低

迷と発電原価の上昇にあります。これに対処するため、各発電所間の主要業務の連携を強化し更なるコ

スト削減などの施策を推進しておりますが、今後は、CO2を発生しないクリーンな電力としての評価を

さらに高めるための活動や、発電子会社の燃料調達、財務基盤などの安定性に資するパートナーとの協

業を模索してまいります。太陽光や風力発電と並んで、持続可能な環境配慮型エネルギーとしてのバイ

オマス発電の利用促進に向け、有益なパートナーシップの実現に向け積極的なアピールが重要な課題で

あると認識しております。 

  

 当社グループは企業の排出する二酸化炭素を総合的に管理・低減し、「省エネ法」「温対法」などの

各種の法令に対応するためのカーボンマネジメント事業を、グループの基幹事業として推進する体制を

明確化いたしました。従来のＥＳＣＯ事業は、エネルギーコストの低減を主眼とした、設備改善に重点

を置いたサービスでしたが、現在推進しているカーボンマネジメント事業は、エネルギーの使用状況の

把握、削減計画の策定、運用・設備改善の実施、削減状況の測定といった、それぞれのステージにおけ

るサービスを総合的に組み合わせたトータルなサービスです。設備改善のメニューとしては、 新のＬ

ＥＤを用いた照明設備や、高効率の空調設備などの二次側の改善や、太陽光発電設備の導入といった一

次側の対策など、幅広いメニューの展開を図っております。これに加えて、子会社にて運営する木質バ

イオマス発電所から発生する、グリーン電力証書などの環境クレジットも、今後の新たなサービスとし

て積極的に展開を図ってまいります。こうした新たな試みによって、事業収益性の改善を早期に図って

いくことが重要な課題であると考えております。 
  
(2)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

資金をメガバンク３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21

年６月期の各単体の企業業績について、それぞれのシンジケートローン契約先に提出しておりますが、

各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、同条項に抵触しております。  

 この主な要因は、発電所の燃料である木質チップの調達不足による稼働率の低下、および同木質チッ

プの価格高騰による発電原価の上昇を、電気の販売価格に転嫁できなかったことによるものです。木質

チップの収集については、収集地域の拡大、林地残材系と解体土木残材系のそれぞれの調達ルートの開

拓や収集方法の改善などを推進してまいりました。またコストの低減については、新たな焼却灰処理方

法の導入などを実施してまいりました。 

 これらの施策をさらに深化推進し、収益性の改善を図ることにより、さきの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。 
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、自動車関連産業、家電業界等の一部の業種におい

て若干の回復傾向が見られるものの、金融不安の影響は新たな設備投資意欲を大幅に減退させており当

社グループを取巻く事業環境は一段と厳しい状況が続きました。  

 しかし一方では、「省エネ法」の改正や、東京都「環境確保条例」強化などの施策により、各企業の

CO2対策は具体的な取組みへと進化してまいりました。 

こうした状況の下、当社は従来の設備改善型のＥＳＣＯ事業に止まらず、より包括的なCO2管理・削

減型のサービスとして「カーボンマネジメントサービス」を展開しております。「省エネ」イコール

「省コスト」といった側面だけでなく、あくまでも企業の将来のカーボンリスクに対応するソリューシ

ョンとして、消費エネルギーの削減や、再生可能エネルギーの導入などの設備面からのサポートや、エ

ネルギー管理の促進、設備運用効率化による改善、CO2排出削減計画の策定支援、実績検証などのソフ

ト面からのトータルなサポートを併せて提供しております。今後の方向性としては、現在のサービスを

より深化、発展させることにより、CO2排出削減、もしくはエネルギー管理の分野においてもう一段上

のプレゼンスを発揮し、顧客へ提供してまいります。  

 平成22年６月期については、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、さらなる付加価値の創造を図ってまいります。各事業セグメントに

おける活動の方針及び状況は次のとおりです。  
  
（省エネルギー支援サービス事業）  

 平成21年度に改正となった省エネ法、東京都環境確保条例に対する具体的な取組みは、各企業が概ね

平成22年３月をめどに、その対応策を検討実施する段階へと進むものと予想されます。これは、世界的

枠組みでの温暖化ガス排出量の削減対策のファーストステップであり、特定の業界を対象とするもので

はなく、様々な業種、企業での対応策が促されるものと言えます。当社では、前年度より産業系、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状況、とりわけ二酸化炭素

（CO2）の排出量を可視化するメニューを提供しておりますが、こうした取組みをさらに深化し実際の

エネルギー使用総量の低減策実施へとつなげてまいります。  

 従来のＥＳＣＯ事業は、エネルギーコストの低減を主眼とした、設備改善に重点を置いたサービスで

したが、現在推進しているカーボンマネジメント事業は、エネルギーの使用状況の把握、削減計画の策

定、運用・設備改善の実施、削減状況の測定といった、それぞれのステージにおけるサービスを総合的

に組み合わせたトータルなサービスです。設備改善のメニューとしては、 新のＬＥＤを用いた照明設

備や、高効率の空調設備などの二次側の改善や、太陽光発電設備の導入といった一次側の対策など、幅

広いメニューの展開を図っております。これに加えて、子会社にて運営する木質バイオマス発電所から

発生する、グリーン電力証書などの環境クレジットも、今後の新たなサービスとして積極的に展開を図

ってまいります。  
  
（グリーンエナジー事業） 

 グリーンエナジー事業では、事業構造の改革により、それまで親会社の電力ビジネス事業へ供給して

いた電力はすべてグループ外会社あて電力販売となりました。発電事業そのものを安定的かつ効率的に

運営することはもちろんのこと、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、CO２排出係数のきわめて低い電気を提供してまいりますまた、グリーン電

力証書の発行にも積極的に取り組んでまいります。  

  

平成22年６月期では、省エネルギー、新エネルギーさらにカーボンマネジメントを軸とした純粋に環

境貢献型の企業として再出発し、連結営業収支を黒字化することを 重要課題と認識し、鋭意邁進する

所存です。 

 平成22年６月期の連結業績予想については、様々な業界から省エネ診断等の引き合いが高まってきて

おり、また、一方では重油や木質チップの燃料価格の動向も不透明なため、複合的な要因により正確な

見込みを開示できる状況ではなく据え置いております。精査の後、速やかに公表する予定であります

が、開示については平成21年12月までに行う見込みです。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、前連結会計年度を含め２期連続の営業損失を計上しております。当該状況を改善す

るため、前連結会計年度より親会社である㈱ファーストエスコが営んでいた電力ビジネス事業を分割譲

渡する等大幅な事業構造の改革を実施いたしました。この事業構造の変革により、前連結会計年度では

大幅な特別損失を計上することとなりました。また、当社グループの運営する木質バイオマスを主体と

するウッドパワー発電子会社３社に対する借入先金融機関の財務制限条項への抵触も依然解消されてい

ないことから、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。  

 当社グループでは、これらの事象を解消するべく諸策を講じておりますが、現時点では、継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められため、「継続企業の前提に関する注記」を記載しております。

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,155,082 1,226,465

受取手形及び売掛金 1,119,696 1,100,350

原材料及び貯蔵品 233,830 215,667

その他 395,384 375,391

貸倒引当金 △400 △400

流動資産合計 2,903,594 2,917,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,467,626 4,458,170

減価償却累計額 △813,515 △765,630

建物及び構築物（純額） 3,654,111 3,692,539

機械装置及び運搬具 19,733,975 19,680,562

減価償却累計額 △6,722,983 △6,382,309

機械装置及び運搬具（純額） 13,010,991 13,298,253

工具、器具及び備品 114,622 114,622

減価償却累計額 △77,088 △74,140

工具、器具及び備品（純額） 37,534 40,482

土地 809,579 809,579

リース資産 379,070 361,095

減価償却累計額 △24,933 △16,069

リース資産（純額） 354,136 345,026

有形固定資産合計 17,866,353 18,185,881

無形固定資産   

電気供給施設利用権 232,081 236,891

その他 19,505 21,784

無形固定資産合計 251,587 258,676

投資その他の資産   

長期貸付金 2,025,000 2,025,000

破産更生債権等 57,979 60,351

長期前払費用 283,877 295,043

長期預け金 374,618 349,278

その他 48,212 56,212

貸倒引当金 △1,242,851 △1,072,851

投資その他の資産合計 1,546,837 1,713,034

固定資産合計 19,664,778 20,157,591

資産合計 22,568,373 23,075,066
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 485,383 495,056

1年内返済予定の長期借入金 889,772 812,441

未払金 197,924 202,151

1年内支払予定の長期未払金 2,237,216 2,420,981

リース債務 39,747 35,973

未払法人税等 18,503 40,667

賞与引当金 17,906 18,257

メンテナンス費用引当金 256,233 232,342

設備改善費用引当金 23,781 23,781

契約損失引当金 99,093 99,093

その他 183,141 250,220

流動負債合計 4,448,704 4,630,965

固定負債   

長期借入金 5,829,354 5,751,026

長期未払金 7,202,223 7,264,845

リース債務 338,092 331,985

メンテナンス費用引当金 168,901 113,123

契約損失引当金 665,042 702,021

金利スワップ負債 268,630 291,734

長期預り金 419,344 391,690

固定負債合計 14,891,587 14,846,428

負債合計 19,340,292 19,477,394

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 △7,381,237 △6,993,242

株主資本合計 3,496,711 3,884,706

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △268,630 △291,734

評価・換算差額等合計 △268,630 △291,734

少数株主持分 － 4,700

純資産合計 3,228,080 3,597,672

負債純資産合計 22,568,373 23,075,066
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,167,053 1,579,049

売上原価 4,165,626 1,585,640

売上総利益又は売上総損失（△） 1,426 △6,590

販売費及び一般管理費 245,441 146,800

営業損失（△） △244,015 △153,391

営業外収益   

受取利息 4,084 3,083

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 1,768 394

営業外収益合計 36,829 3,477

営業外費用   

支払利息 136,747 67,021

その他 371 0

営業外費用合計 137,118 67,021

経常損失（△） △344,304 △216,934

特別利益   

貸倒引当金戻入額 100 －

特別利益合計 100 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 170,000

特別損失合計 － 170,000

税金等調整前四半期純損失（△） △344,204 △386,934

法人税、住民税及び事業税 3,381 1,814

法人税等合計 3,381 1,814

少数株主損失（△） △225 △754

四半期純損失（△） △347,360 △387,994
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30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（△） △344,204 △386,934

減価償却費 550,050 407,460

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 170,000

メンテナンス費用引当金（△は減少） 82,946 79,667

契約損失引当金（△は減少） △34,393 △36,979

受取利息 △4,084 △3,083

支払利息及び社債利息 136,747 67,021

売上債権の増減額（△は増加） 51,555 △19,346

たな卸資産の増減額（△は増加） △137,118 △18,162

その他の資産の増減額（△は増加） 623 △27,436

仕入債務の増減額（△は減少） 86,146 △13,969

預り金の増減額（△は減少） 20,819 24,906

未収消費税等の増減額（△は増加） 362,967 △5,412

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,470 18,552

その他の負債の増減額（△は減少） △59,651 △69,251

小計 727,774 187,030

利息及び配当金の受取額 3,761 2,703

利息の支払額 △105,338 △86,918

法人税等の支払額 △15,929 △10,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 610,268 92,488

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 59,989

有形固定資産の取得による支出 △266,660 △51,753

無形固定資産の取得による支出 △800 －

長期前払費用の取得による支出 △1,323 －

子会社株式の取得による支出 － △5,000

敷金及び保証金の回収による収入 － 8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △268,783 11,236

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 － 380,000

長期借入金の返済による支出 △279,542 △224,341

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

42,383 45,358

割賦債務の返済による支出 △297,151 △307,141

リース債務の返済による支出 △313 △8,993

担保に供した預金の増減額（△は増加） △245,850 122,106

財務活動によるキャッシュ・フロー △780,475 6,988

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） △438,990 110,713

現金及び現金同等物の期首残高 3,256,955 253,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,817,964 363,728
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 当社グループは、前連結会計年度を含め２期連続の営業損失を計上しております。当該状況を改善す

るため、前連結会計年度に親会社である㈱ファーストエスコが営んでいた電力ビジネス事業を分割譲渡

する等大幅な事業構造の改革を実施いたしました。この事業構造の変革により、前連結会計年度では大

幅な特別損失を計上することとなりました。また、当社グループの運営する木質バイオマスを主体とす

るウッドパワー発電子会社３社に対する借入先金融機関の財務制限条項への抵触も依然解消されていな

いことから、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。  

 当社グループでは、これらの事象を解消するべく以下の諸策を講じておりますが、現時点では、継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

  

Ⅰ.売上高の著しい減少、継続的な営業損失 

 当社グループでは、前連結会計年度において電力ビジネス事業を分社化譲渡するとともに、同事業の

天然ガスを燃料とする発電子会社３社の株式を合わせて譲渡しております。このため、前連結会計年度

と比較すると、当社グループ全体の売上高は大幅に減少した数値となっておりますが、同事業の市場価

格リスクを回避したため営業利益、経常利益段階では改善することができました。今後とも当社グルー

プでは省エネルギー及び新エネルギーによる低炭素社会の実現に向け、経営資源をより効率的に配分し

収益性の改善に取組んでまいります。  

 当第１四半期連結会計期間においては、省エネルギーや再生可能エネルギー等への需要が一段と高ま

ってきており、二酸化炭素排出量削減に向けた顧客企業の取組みがより一層具体化しています。こうし

た状況を踏まえ、当社グループでは、省エネルギー支援、及び新エネルギー導入支援、さらにカーボン

マネジメントを軸としたサービスの提供に経営資源の集中を図ってまいります。従来からの「省エネ=

省コスト」といった事業モデルから脱却し、これまで培ってきた省エネESCOのノウハウを軸として、低

炭素社会の実現に向けたトータルな支援業務を展開してまいります。  

 こうした事業戦略は、これからの環境配慮型社会のニーズに合致したものであるとともに、物理的に

CO2排出を削減することからも、わが国の目指す方向に沿った事業です。したがって、今後は事業収益

を拡大する機会は十分見込めるものと判断しております。  

  

Ⅱ.子会社借入金に係る財務制限条項への抵触 

 当社グループの子会社である㈱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メガバンク３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21年６月期の各単体の企業業績において、燃料となる木質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しております。  

 各子会社のシンジケートローン契約の平成21年９月30日現在の残高は、次のとおりです。 

㈱岩国ウッドパワー 1,451,250千円 

㈱日田ウッドパワー 2,375,000千円 

㈱白河ウッドパワー 2,025,000千円 

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22年６月期の経営計画において次の諸策を実施してお

り、今後も継続して推進してまいります。 

  

<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販売条件（ＲＰＳ等）の改善 

 発電電力単価の改定を販売先の特定規模電気事業者に申入れ、一部実施。電気事業者を対象とし

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販売推進。 

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残材系のそ

れぞれの調達ルートの更なる開拓、および従前の木質チップ以外の代替燃料の開拓等。 

(4)継続企業の前提に関する注記
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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実施、及

び燃料品質改善によるメンテナンスコストの削減等。 

④協業に有益なパートナーとの提携 

燃料調達、財務基盤などの安定性に資するパートナーとの協業を模索。 
  
<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販売は、CO2排出係数の極めて低い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レンダーに対しては財務制限条項抵触の免

除を申し入れ。 

③木質バイオマス発電による新エネルギー価値（グリーン電力証書等）と、省エネルギー支援事業部

門のエネルギー使用量削減サービスを一体的することにより、新たな付加価値として総合的な排出

量削減サービスを提供していく。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

ネジメント事業への重点的な展開を図る。  

  

このような施策を実施する一方、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頂く見込

みです。  

 現在は、これらの取組みを実施することにより、連結グループでの黒字化に向けた計画を鋭意推進中

であり、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しております。したがって継続企業の前提に関する

重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。 
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30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 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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 

(5)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

1,097,155 367,356 2,702,541 4,167,053 ― 4,167,053

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― 206,321 ― 206,321 (206,321) ―

計 1,097,155 573,678 2,702,541 4,373,374 (206,321) 4,167,053

営業利益又は営業損失（△） 8,071 △137,411 △26,353 △155,692 (88,322) △244,015

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。

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)

その他
  

(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

932,196 646,853 ― 1,579,049 ― 1,579,049

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 932,196 646,853 ― 1,579,049 ― 1,579,049

営業利益又は営業損失（△） 1,435 △67,774 △27,337 △93,676 (59,714) △153,391

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。
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３.前連結会計年度において電力ビジネス事業を分割譲渡したことにより、当第１四半期連結会計期間

より事業の種類別セグメント情報の区分が、「省エネルギー支援サービス事業」と「グリーンエナ

ジー事業」、「その他事業」の３つの区分となりました。 

４.平成21年４月1日付で電力ビジネス事業は、分割譲渡した㈱F-Powerに承継されたため当社グループ

では営んでおりません。このため、㈱フェスコパワーステーション滋賀の発電事業をその他の事業

として集計しております。 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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