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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第2四半期 3,238 △57.2 △375 ― △501 ― △749 ―
21年6月期第2四半期 7,572 ― △604 ― △836 ― △1,182 ―

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2四半期 △8,422.07 ―
21年6月期第2四半期 △13,288.52 ―

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2四半期 22,161 2,841 12.8 31,922.65
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2四半期  2,841百万円 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 ― 0.00
22年6月期 

（予想） ― 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 6,800 △42.7 △470 ― △700 ― △950 ― △10,672.95
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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） 

(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、多分に不確実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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 89,010株 21年6月期第2四半期 89,010株
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※平成22年６月期第１四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22年６月期第１四半期決算短信(平成21年

11月13日開示)をご参照ください。 

  
  
当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響による景気悪化の 悪期

は脱しつつあり生産、輸出等に一部持ち直しの兆しが見られるものの、企業の厳しい収益状況や先行き

の不透明感により引続き設備投資は抑制傾向にあり、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推進しております。当

第２四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につい

ては、改正省エネ法、東京都環境確保条例に対応したコンサル業務等を受注しております。また既存プ

ロジェクトに関して、オンサイト自家発電事業について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。また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も、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１基を除き

高稼働率で推移いたしました。しかしながら木質チップ等燃料の価格については依然高水準を維持し続

けており、赤字が増大する結果となりました。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75,000千

円を更に積増し特別損失に計上いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高1,659,796千円(前年同期比51.3%減)、営業損

失221,776千円(前年同期360,310千円の損失)、経常損失285,029千円(前年同期491,981千円の損失)、当

第２四半期純損失361,654千円(前年同期835,450千円の損失)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は、省エネ法、温対法、東京都環境確保条例等の認知度が

徐々に広がりを見せ始め、顧客自らが自社のエネルギー利用の実態を把握する動きが出てきておりま

す。このため、エネルギー戦略の見直しや効率化の推進といった提案を軸に、多店舗を展開する企業、

スーパーマーケット、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受注を承って

おります。また、顧客の実際の電力等のエネルギー使用をオフセットするため、当社グループの木質バ

イオマス発電所によって組成されるグリーン電力証書を一定量販売するという取組みもスタートいたし

ました。今後の新規プロジェクトの獲得としては、こうした需要をさらに深耕し法制対応支援のほか、

実際のエネルギー使用量の物理的低減施策を実行に移すべく新たな設備投資の提案を推進してまいりま

す。しかしながら、景気の動向については多くの顧客が明確な見通しが立たないことと、設備投資に係

る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継続しております。  

 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２四半期連結会計期間の売上高は、1,031,807千円（前年同期比3.8%増）、営業損益

では61,946千円の利益（前年同期比602.4%増）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、冬季に燃料となる木質チップの流通量が減る傾向にあり、３基の

木質バイオマス発電所は定期点検を実施しております。当第２四半期連結会計期間においては定期点検

中の停止期間においても、燃料チップの調達は比較的順調に推移し定期点検後の発電所稼働率は高水準

で推移することができました。しかしながら、燃料価格は依然高水準であり定期点検に係る整備費用の

発生により収益的には厳しい状況が続いております。   

 今後も引き続き安定的な稼働と燃料価格の低減に向けた努力が必要と認識し収益構造の改善に取組ん

でまいります。 

 当第２四半期連結会計期間の売上高は、631,564千円（前年同期比9.0%増）、営業損益は204,598千円

の損失（前年同期220,407千円の損失）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83,247千円減少し

2,834,227千円となりました。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

会社の借入金返済によるものです。 

（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830,601千円減少し

19,326,989千円となりました。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58,037千円減少し

4,572,928千円となりました。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99,574千円減少し

14,746,853千円となりました。主な増加要因は、親会社の借入金の収入並びに省エネルギー支援サー

ビス事業における新規プロジェクトに係るリース債務の増加であり、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756,237千円減少し

2,841,435千円となりました。主な減少要因は、当第２四半期連結累計期間の純損失による利益剰余

金の減少によるものです。 

  

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、全体と

して前連結会計年度末に比べ103,225千円減少し149,789千円となりました。  

 当第２四半期連結累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、預り金の増加並びに未収消費税の還付の結果、275,655千円(前年同期

685,080千円の収入)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、94,788千円(前年同期513,912千円の支出)となりました。これは

子会社発電所設備並びに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

支出したもののほか、子会社の定期預金の取崩、貸付金の回収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）  

財務活動の結果使用した資金は、473,669千円(前年同期1,385,706千円の支出)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法対応のほか企業イメージ

や 製 品 の 差 別 化 の 取 組 み と し て、様 々 な 業 種 で 環 境 配 慮 型 の Ｃ Ｓ Ｒ（Corporate  Social

Responsibility)活動が具体化してまいりました。当社グループの取組む温暖化ガス排出量削減への提

言(カーボンマネージメント)では、こうした環境の変化に対応し、顧客企業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ための専門的な人材の確

保が進み、各顧客企業の省エネルギー診断を実践しております。次の段階では、物理的なエネルギー使

用量の低減に向けた設備投資を具体的に提案するため、更なる企画提案型の営業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化に向けた 大の課題は、グリーンエナジー事業のバイオマス発電所の稼

働率維持と発電原価の低減にあります。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、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

を引続き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、温対法等の各種の法

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。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２四半期連結会計期間においては、省エネ法の改正や、東京都環境確保条例等の法対応に対する

顧客企業の認識が高まり、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。しかしなが

ら、先行きの不透明な現状況の中で資金を調達して環境改善への投資を実施する意欲としては極めて消

極的であるというのが実情であると判断されます。 

こうした状況の下、当社グループの提供する包括的なCO2管理・削減型のサービスとしての「カーボ

ンマネジメントサービス」をより一層拡充するため、当社自らの財務体質の強化が課題と考えておりま

す。カーボンリスクに対する各企業の取組みは一定の期間継続して実行されるものと予想され、当該一

定期間に対応するソリューションの整備やサポートする人員経費の負担に耐える企業体力の拡充が必要

と認識しております。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提供することで新たな付加価値を顧客へ提供

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。なお業績予想に関し

て、平成22年２月12日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。  

 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排出係数の極めて低い電気の評価の再認識に努めてまいります。木質

バイオマスによる新エネルギーの一般企業に向けたアピールを実践し、省エネルギー支援サービス事業

とのシナジー効果を果たすべく、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。  

  
  

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、当期においても業績の回復が思うように進捗して

いないことと、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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 917,223 1,226,465

受取手形及び売掛金 1,283,256 1,100,350

原材料及び貯蔵品 272,129 215,667

その他 362,018 375,391

貸倒引当金 △400 △400

流動資産合計 2,834,227 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 △861,592 △765,630

建物及び構築物（純額） 3,606,034 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 △7,062,660 △6,382,309

機械装置及び運搬具（純額） 12,671,314 13,298,253

工具、器具及び備品 114,622 114,622

減価償却累計額 △80,035 △74,140

工具、器具及び備品（純額） 34,586 40,482

土地 809,579 809,579

リース資産 532,235 361,095

減価償却累計額 △37,031 △16,069

リース資産（純額） 495,204 345,026

有形固定資産合計 17,616,719 18,185,881

無形固定資産   

電気供給施設利用権 227,271 236,891

その他 17,227 21,784

無形固定資産合計 244,499 258,676

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 55,608 60,351

長期前払費用 273,162 295,043

長期預け金 397,759 349,278

その他 32,092 56,212

貸倒引当金 △1,317,851 △1,072,851

投資その他の資産合計 1,465,771 1,713,034

固定資産合計 19,326,989 20,157,591

資産合計 22,161,217 23,075,066
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 560,283 495,056

1年内返済予定の長期借入金 890,234 812,441

未払金 143,025 202,151

1年内支払予定の長期未払金 2,188,350 2,420,981

リース債務 70,916 35,973

未払法人税等 37,884 40,667

賞与引当金 18,370 18,257

メンテナンス費用引当金 304,225 232,342

設備改善費用引当金 － 23,781

契約損失引当金 65,423 99,093

その他 294,215 250,220

流動負債合計 4,572,928 4,630,965

固定負債   

長期借入金 5,681,879 5,751,026

長期未払金 6,956,078 7,264,845

リース債務 458,124 331,985

メンテナンス費用引当金 247,464 113,123

契約損失引当金 666,949 702,021

金利スワップ負債 293,622 291,734

長期預り金 442,735 391,690

固定負債合計 14,746,853 14,846,428

負債合計 19,319,782 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 △7,742,891 △6,993,242

株主資本合計 3,135,057 3,884,706

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △293,622 △291,734

評価・換算差額等合計 △293,622 △291,734

少数株主持分 － 4,700

純資産合計 2,841,435 3,597,672

負債純資産合計 22,161,217 23,075,066
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(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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,572,457 3,238,846

売上原価 7,728,059 3,336,935

売上総損失（△） △155,602 △98,089

販売費及び一般管理費 448,723 277,078

営業損失（△） △604,326 △375,168

営業外収益   

受取利息 4,507 4,101

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 1,602

営業外収益合計 37,508 5,703

営業外費用   

支払利息 268,604 132,499

その他 864 0

営業外費用合計 269,468 132,500

経常損失（△） △836,286 △501,964

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 64,221 245,000

事業構造改善引当金繰入額 285,260 －

特別損失合計 349,482 245,000

税金等調整前四半期純損失（△） △1,165,646 △746,964

法人税、住民税及び事業税 17,180 3,438

法人税等合計 17,180 3,438

少数株主損失（△） △15 △754

四半期純損失（△） △1,182,811 △749,648
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 【第２四半期連結会計期間】 
(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成2１年10月１日 
 至 平成2１年12月31日) 

売上高 3,405,403 1,659,796

売上原価 3,562,432 1,751,294

売上総損失（△） △157,029 △91,498

販売費及び一般管理費 203,281 130,278

営業損失（△） △360,310 △221,776

営業外収益   

受取利息 423 1,017

その他 256 1,208

営業外収益合計 679 2,225

営業外費用   

支払利息 131,857 65,478

その他 492 0

営業外費用合計 132,350 65,478

経常損失（△） △491,981 △285,029

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 75,000

事業構造改善引当金繰入額 285,260 －

特別損失合計 349,482 75,000

税金等調整前四半期純損失（△） △821,441 △360,029

法人税、住民税及び事業税 13,798 1,624

法人税等合計 13,798 1,624

少数株主利益 209 －

四半期純損失（△） △835,450 △361,654

㈱ファーストエスコ(9514)　平成22年６月期　第２四半期決算短信

－ 11 －



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 △746,964

減価償却費 1,102,279 817,348

貸倒引当金の増減額（△は減少） 64,021 245,000

メンテナンス費用引当金（△は減少） 254,058 206,223

設備改善費用引当金（△は減少） － △23,781

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 △68,742

補助金収入 △10,289 －

受取利息 △4,507 △4,101

支払利息及び社債利息 268,604 132,499

売上債権の増減額（△は増加） 478,382 △182,906

たな卸資産の増減額（△は増加） △132,409 △56,461

その他の資産の増減額（△は増加） △69,682 △74,239

仕入債務の増減額（△は減少） △610,542 85,247

預り金の増減額（△は減少） 52,544 69,750

未収消費税等の増減額（△は増加） 371,577 20,468

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,645 33,048

その他の負債の増減額（△は減少） 101,874 △55,075

小計 961,634 397,313

利息及び配当金の受取額 3,862 4,008

利息の支払額 △266,584 △121,008

法人税等の支払額 △15,929 △10,327

法人税等の還付額 2,097 5,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,080 275,655

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 － 119,985

出資金の回収による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △541,917 △59,316

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 15,000

子会社株式の取得による支出 － △5,000

差入保証金の差入による支出 △4,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 20,128 24,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △513,912 94,788
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △1,095,786 △371,354

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 51,973

割賦債務の返済による支出 △592,809 △601,704

リース債務の返済による支出 △1,255 △18,615

担保に供した預金の増減額（△は増加） 229,394 86,031

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,385,706 △473,669

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 △103,225

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 2,042,417 149,789
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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、当期においても業績の回復が思うように進捗してい

ないこと、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

額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２四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」

イコール「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 1,397,500千円 

㈱日田ウッドパワー 2,375,000千円 

㈱白河ウッドパワー 1,957,500千円 

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、当連結会計年度以降は、連結グループ外企業に対するものとなるた

め、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。  

  

前第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) 

 
(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

993,880 378,746 2,032,776 3,405,403 ― 3,405,403

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 200,923 11,053 211,977 (211,977) ―

計 993,880 579,670 2,043,830 3,617,381 (211,977) 3,405,403

営業利益(又は営業損失) 8,819 △220,407 △66,980 △278,568 (81,742) △360,310

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。
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21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 

 
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 

 
  

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

1,031,807 627,989 ― 1,659,796 ― 1,659,796

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― 3,575 ― 3,575 (3,575) ―

計 1,031,807 631,564 ― 1,663,371 (3,575) 1,659,796

営業利益又は営業損失（△） 61,946 △204,598 △26,592 △169,244 (52,532) △221,776

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。

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。

㈱ファーストエスコ(9514)　平成22年６月期　第２四半期決算短信

－ 16 －



当第２四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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 

 
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、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) 

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２四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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) 

   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２四半期連結累計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年12月31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。 

  

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

1,964,003 1,274,843 ― 3,238,846 ― 3,238,846

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― 3,575 ― 3,575 (3,575) ―

計 1,964,003 1,278,418 ― 3,242,421 (3,575) 3,238,846

営業利益又は営業損失（△） 63,381 △272,372 △53,929 △262,920 (112,247) △375,168

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。

【所在地別セグメント情報】
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前第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) 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

前第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、記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年12月31日) 

   海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日) 

  該当事項はありません。 

【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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