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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績                                    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 95,185 15.1 1,123 △23.4 1,596 △14.8

17年3月期 82,712 13.0 1,467 30.4 1,874 18.1

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 20 △97.9 △0 87 － － 0.1 3.9 1.7

17年3月期 964 57.0 39 24 39 17 3.3 4.7 2.3

（注）①持分法投資損益 18年3月期   △3百万円 17年3月期 17百万円

②期中平均株式数（連結） 18年3月期           23,213,389株 17年3月期 23,451,070株

③会計処理の方法の変更 無

④営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態                                    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 40,838 29,914 73.3 1,287 03

17年3月期 41,369 29,496 71.3 1,268 97

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期           23,211,923株 17年3月期 23,209,262株

(3）連結キャッシュ・フローの状況                    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期 △298 △1,849 △708 4,398

17年3月期 1,062 △124 △397 7,254

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ８社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ２社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 44,000 490 250

通　期 96,000 1,700 920

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　39円63銭

※　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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、添付資料の５ページ「次期の見通し」を参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社、連結対象子会社８社、持分法適用会社２社（平成18年３月31日現在）により構成）においては、

エネルギー関連・建設資材関連・その他の３部門に関係する事業を行っており、当社及び関係会社の位置付けは次の通

りであります。

［主な関係会社］

（エネルギー関連）

昭和ガステック有限会社、湖北ガス株式会社

（建設資材関連）

上原産業有限会社、上成商事株式会社、上原硝子株式会社、京都三協サッシ株式会社、新ダイヤ産業株式会社、

山科三協ビルサッシ株式会社

［事業系統図］

　以上の企業集団を事業系統図によって示すと次の通りであります。

 
連結子会社 

提 出 会 社 

上原成商事株式会社 

(エネルギー関連) 

昭和ガステック㈲ 

(建設資材関連) 

上原産業㈲ 

上成商事㈱ 

上原硝子㈱ 

京都三協サッシ㈱ 

新ダイヤ産業㈱ 

山科三協ビルサッシ㈱ 

湖北ガス㈱ 

持分法適用会社 

 

 

(建設資材関連) 

橋立生コンクリート工業㈱ 

(エネルギー関連) 

豊国石油㈱ 

石油製品・液化ガス・建材等の製品の仕入及び供給 

石油製品・液化ガス・建材等の製品の供給 

液化ガスの仕入 

※ 有限会社谷岡プロパン商会は、平成17年12月１日に提出会社（上原成商事株式会社）と合併致しました。
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２．経営方針
(１) 会社の経営の基本方針

  当社グループは創業以来、生活産業商社として「エネルギー関連商品・建設資材関連商品・宝飾品等商品」の販

売およびサービスを通じて、地域社会から必要とされる企業を目指して経営を推進いたしております。

　特に社会や経営環境の変化により厳しい競争市場が形成される中で、当社グループは、中期経営計画に基づいて

人的資源の活用を行い、販売戦略、財務戦略、組織基本戦略を実行することで持続的継続的成長の実現を図り、株

主・顧客・仕入先各位、そして社員の幸せを追求いたしております。

(２) 会社の利益配分に関する基本方針

  当社は、株主各位に対する配当政策を最重要課題の一つとして位置づけ、経営環境や業績動向等を総合的に勘案

し、長期的に安定した配当を継続的に実施するとともに、営業拠点の開発整備など将来の経営規模の拡大に備える

べく、内部留保にも努めることを基本としております。

(３) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、多くの個人投資家に株主となって頂ける様、株式の投資単位の引下げには前向きに取組むべきと認識し

ておりますが、今後の市場動向、当社株式の流動性及び株価の動向等を充分見極め、対応したいと考えております。 

(４) 目標とする経営指標

　当社グループは、これまで安定経営を実践し、株主資本比率、外部負債依存率等の財務の健全度を示す指標にお

いて適正なる数値を確保してまいりました。こうした指標数値に対しましては、引き続き留意いたしてまいります

が、今後はそれに加え、企業の成長性、効率性に関する指標についてもより一層重視していくこととし、将来ビジョ

ンに掲げております、売上高1,000億円、経常利益20億円、ＲＯＡ（総資本経常利益率）5.0％を目標としております。

(５) 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題

①中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、「中期経営計画２００４－２００６」に基づき、成長基盤の構築に向けて着実に経営を推進い

たしております。

  特に人的資源の集中活用によって各事業部門の再活性化とリテール分野での拡充に努め、社員が誇りとする企業

となるべく、計画に掲げております目標の達成を目指してまいります。

②対処すべき課題

  当社グループは、目まぐるしく変化し続ける経営環境に対し、的確な判断とスピーディーな行動をもって対処い

たしております。第６０期は中期経営計画最終年度でもあり、ステークホルダー各位の信頼にお応えできる地域ナ

ンバーワン企業としての地歩を固めるため、以下の課題に対処してまいります。

  エネルギー関連におきましては、業界の競争は依然として苛烈を極めており、特にエネルギー高価格時代に入っ

て、お客様の選別の目も一層厳しくなってまいりました。特に高価格が恒常化いたしますと石油離れが加速する恐

れがあり、適切な対応が課題となっております。

  またＳＳ運営におきましては、収益確保と顧客ニーズに合致した業態への移行が課題となっております。

  液化ガスにおきましては、エネルギー間競争に打ち勝つ、地域密着の販売基盤構築が課題となっております。

　建設資材関連におきましては、大手建設会社、地元優良工務店などから安定的に受注できる体制の構築が課題と

なっております。

  また建材では、メーカー直販化の動きがあり、流通における当社の位置付けを明確化することが課題となってお

り、より川下分野での販売拡大を目指しております。

　その他の部門におきましては、顧客ニーズに合わせた商品の提供と販売規模の拡大が課題となっております。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

 (1)当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の増加を背景に民間設備投資が拡大すると共に、雇用情勢が改

善に向かい、個人消費も緩やかに増加するなど景気回復傾向が続きました。

　①エネルギー関連

　石油部門は、世界的な景気拡大局面を背景に原油需要が堅調な伸びを示している中で、産油国での政情不安や精

製部門の能力拡大の遅れが懸念されたことから、原油価格は、引き続き歴史的高値圏で推移いたしました。

　一方、国内においては、こうした原油調達コストの上昇を吸収すべく、一層の効率化が図られるとともに、末端

市況への転嫁が年間を通じて進められました。

　このような状況のもと、当部門ではリテール分野での販売強化を推し進め、サービスステーション二ヶ所の新設

と併せ二ヶ所のセルフ化改造を行った他、ホームセンターを中心とした家庭用暖房需要の掘り起こしに注力いたし

ました。また、産業用分野におきましては製品価格の高騰から需要の減退が一部で発生したものの、専門開発チー

ムにより全国エリアでの新規窓口の拡充に努めました。

　液化ガス部門は、生産国からの輸出通告価格が月を追うごとに上昇を続け、史上最高値を更新する展開となる中、

国内では末端市況への転嫁が図られましたが、競合エネルギーとの競争激化により市況是正が遅れ気味に進捗した

ことから、収益環境は引き続き厳しい状況となりました。

　このような状況のもと、当部門では家庭用直販体制の強化を図り、供給軒数の拡大や空調機器・浴室乾燥機・床

暖房システムの販売による単位消費量の拡大に努めました。また、産業用販売につきましては、専門部署による顧

客の集中管理を行い効率化に努めました。さらに、保安管理体制の強化を図るため、子会社であった有限会社谷岡

プロパン商会を合併いたしました。

　以上により、エネルギー関連の売上高（役務収益を含む）は614億４千万円（前期比22.2％増）となりました。

　②建設資材関連

　セメント部門は、大都市圏を中心とした需要の拡大と災害復旧需要により、セメント・生コンクリートともに国

内需要は前年を上回ったとはいえ、受注をめぐる競争は一層激化の様相を示しました。さらに原材料の価格高騰に

よるコスト上昇が一段と厳しさを加える形となりました。

　このような状況のもと、当部門では低在庫による需給ひっ迫に対応し、計画的出荷と適正市況の構築に努める一

方、セメント・生コンクリート拡販委員会を設置し優良得意先の開拓を行いました。

　建材部門は、官公需の不振に対し民需は拡大に向かい、マンション着工戸数が増加した他、企業の設備投資が進

み事務所・工場の新増設需要も着実に増加いたしました。

　このような状況のもと、当部門では建設会社へのより一層の深耕を図るとともに、当社の保有するあらゆる窓口

を活用した施主営業を展開し増販に努めました。また、原材料費の高騰から一部商材が値上がりしましたが、取り

扱い商材の選別を行い、利益確保に努めました。

　以上により、建設資材関連の売上高（役務収益を含む）は318億３千４百万円（前期比1.6％増）となりました。

　③その他の部門

　機器部門は、新築住宅着工戸数は回復傾向にあるものの、マンション等集合住宅中心で戸建住宅は減少している

ことから、当部門での需要の拡大には今ひとつ結びつきませんでした。こうした中、省エネと快適性を重視した商

品を中心に拡販営業を展開いたしました。

　住宅部門は、既存物件の販売に特化し、住宅用地はほぼ完売いたしました。

　宝飾品部門は、宝飾品市場に回復の兆しが現れ、一部ブランド品のみの活況から業界全体への波及が実感できる

ようになり、当部門での売上高も前年を上回りました。従来からの店舗販売・店内フェア・外商催事に加えネット

販売を開始し、多様化する顧客の購買行動に対応いたしました。

　以上により、その他の部門の売上高（役務収益を含む）は19億１千１百万円（前期比74.2％増）となりました。
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　このような状況のもと、当社グループは、コンプライアンスの徹底、保安防災の強化、環境の保全、地域との共

生といったテーマを中期経営計画に掲げ、専門委員会や担当部署での活動を中心に積極的に取り組み、財務の健全

性維持を図るとともに積極的な設備投資を実施し、収益基盤の一層の発展に注力いたしました結果、売上高に役務

収益を加えた営業収益は、石油燃料の価格上昇やセメント・生コンクリートの増販が寄与し951億８千５百万円（前

期比15.1％増）と増加いたしましたものの、価格転嫁の遅れや拡販に向けた積極的な投資や営業活動による販売費

及び一般管理費の増加により経常利益は15億９千６百万円（前期比14.8％減）となり、減損会計適用による特別損

失９億７千万円を計上したことから、当期純利益は２千万円（前期比97.9％減）と増収減益になりました。

　次に、期末配当金につきましては、当期の業績を勘案して、１株につき３円75銭を予定しており、中間での配当

と合わせて、年間では１株につき７円50銭となります。

 (2)次期の見通し

　当社グループは、ますます厳しくなる経営環境の下、付加価値販売の実行により流通における自社の位置付けを

より鮮明にし、存立基盤の拡充に努めております。また、企業価値の最大化、経営の透明性の確保を目指して企業

統治の充実を図り、内部統制機能の強化にも取り組んでおります。

　今後、こうした取り組みをより内容のあるものとし、効率的、かつスピーディーに実行していく上で、当社では

あらゆる経営資源を投入していく所存ですが、特に人的資源の活用につきましては、「誇りの持てる企業造り」

「「上原マン」の育成」を重点指針に掲げ、創業以来醸成されてまいりました当社の企業風土とイズムの継承によ

り、企業発展の力の源泉としてまいります。

　販売戦略といたしましては、中期経営計画に基づき、主要部門の再活性化とリテール分野での事業拡大に努めて

おります。

　なお、セグメント別での施策は以下の通りとなっております。

　エネルギー関連におきましては、地域密着展開によるサービスステーション網、家庭用液化石油ガス販売網の拡

充を行い、また全国展開による産業用エネルギーの拡販を行ってまいります。さらには将来に備えて新エネルギー

研究も継続いたしております。

　建設資材関連におきましては、主要都市部を中心に積極的な営業展開を行い、取引間口の拡大と建設会社への直

接販売を強化するとともに、契約残高、受注残高の早期積み上げによって安定的な運営を行ってまいります。また

リテール事業への参入を早期に実現するため、専門委員会による検討を行っております。

　その他の部門におきましては、顧客のより豊かな生活の実現を目指し、拡販に努めてまいります。

　財務戦略といたしましては、積極的投資を支え、安定的な運営を実現するために、更なるコスト削減とより一層

の効率化を推し進め、リスクコントロールを重視した業務改革を実行してまいります。

　以上の施策により、次期の売上高に役務収益を加えた営業収益は960億円（前期比0.9％増）、営業利益は12億６

千万円（前期比12.1％増）、経常利益は17億円（前期比6.5％増）、当期純利益は９億２千万円と増収増益を予想し

ております。
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２．財政状態

　当連結会計年度末の財政状態といたしましては、総資産は408億３千８百万円（前期比５億３千万円減）、また負

債の部合計は108億４千３百万円（前期比９億５千５百万円減）、少数株主持分は８千万円（前期比６百万円増）、

資本の部合計は299億１千４百万円（前期比４億１千８百万円増）となりました。

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローの減少により、当連結会計年度は43億９千８百万円（前連結会計年度末は72億５千４百万円、前連結

会計年度比39.4％減）となりました。

　当連結会計年度末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あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は２億９千８百万円（前連結会計年度は10億６千２百万円増加）となりました。こ

れは、税金等調整前当期純利益及び減損損失の非資金項目の増加、たな卸資産減少の増加要因と、法人税等の支払

及び売上債権増加、仕入債務減少の減少要因によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は18億４千９百万円（前連結会計年度は１億２千４百万円減少）となりました。こ

れは、投資有価証券の取得による支出、有形・無形固定資産取得にかかる支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は７億８百万円（前連結会計年度は３億９千７百万円減少）となりました。これは、

短期借入れによる収入６千９百万円の増加要因と、社債の償還による支出５億円、配当金の支払額１億９千９百万

円の減少要因によるものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率 69.0％ 73.9％ 71.3％ 73.3％

時価ベースの自己資本比率 14.6％ 28.1％ 36.5％ 46.3％

債務償還年数 14.1年 0.9年 0.9年 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 5.1 86.5 90.2 －

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

・各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

・株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（期末自己株式数除く）により算出しております。

・営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。

・平成18年３月期の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フ

ローの金額がマイナスであるため記載しておりません。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※2  7,970,766   5,117,604  

２．受取手形及び売掛金   17,028,743   18,758,048  

３．たな卸資産   1,359,712   636,290  

４．前渡金   192,018   299,159  

５．繰延税金資産   1,177,485   544,166  

６．その他   245,084   342,393  

７．貸倒引当金   △132,838   △44,042  

流動資産合計   27,840,973 67.3  25,653,620 62.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※2,3 3,962,530   4,252,458   

減価償却累計額 ※9 2,689,507 1,273,022  2,874,448 1,378,010  

(2）機械装置及び運搬具 ※3 2,708,229   2,773,077   

減価償却累計額 ※9 2,105,215 603,014  2,124,051 649,025  

(3）土地 ※2  2,362,916   1,585,065  

(4）建設仮勘定   3,355   －  

(5）その他  242,424   243,108   

減価償却累計額 ※9 209,669 32,754  207,124 35,983  

有形固定資産合計   4,275,063 10.3  3,648,085 8.9

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   81,883   40,941  

(2）その他   98,572   94,226  

無形固定資産合計   180,456 0.5  135,167 0.4

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※1,2  3,593,418   5,797,004  

(2）長期貸付金   127,107   203,376  

(3）差入保証金   4,077,891   4,159,272  

(4）投資固定資産  440,385   461,915   

減価償却累計額  273,169 167,216  281,646 180,269  

(5）繰延税金資産   －   13,335  

(6）その他   1,480,449   1,264,913  

(7）貸倒引当金   △373,303   △216,501  

投資その他の資産合計   9,072,778 21.9  11,401,671 27.9

固定資産合計   13,528,298 32.7  15,184,924 37.2

資産合計   41,369,271 100.0  40,838,544 100.0
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   6,891,233   6,343,665  

２．短期借入金 ※2  197,398   204,383  

３．１年以内償還予定社債 ※2  500,000   －  

４．未払法人税等   520,178   58,026  

５．繰延税金負債   966   415  

６．前受金   220,782   254,330  

７．賞与引当金   243,447   215,777  

８．その他   2,127,723   2,254,093  

流動負債合計   10,701,730 25.9  9,330,692 22.8

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※2  19,543   5,081  

２．繰延税金負債   264,976   719,241  

３．退職給付引当金   338,870   319,063  

４．役員退職慰労引当金   474,300   462,830  

５．長期リース資産減損勘定   －   6,631  

固定負債合計   1,097,690 2.6  1,512,849 3.7

負債合計   11,799,421 28.5  10,843,542 26.5

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   73,734 0.2  80,109 0.2

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※6  5,549,682 13.4  5,549,682 13.6

Ⅱ　資本剰余金   5,456,105 13.2  5,456,105 13.4

Ⅲ　利益剰余金   17,809,231 43.0  17,586,001 43.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   1,034,081 2.5  1,692,735 4.1

Ⅴ　自己株式 ※7  △352,985 △0.8  △369,632 △0.9

資本合計   29,496,115 71.3  29,914,893 73.3

負債・少数株主持分及び資
本合計

  41,369,271 100.0  40,838,544 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   81,754,163 100.0  94,228,156 100.0

Ⅱ　売上原価   75,490,049 92.3  88,199,841 93.6

売上総利益   6,264,113 7.7  6,028,315 6.4

Ⅲ　役務収益   958,120 1.1  957,693 1.0

営業総利益   7,222,234 8.8  6,986,009 7.4

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※1  5,754,256 7.0  5,862,051 6.2

営業利益   1,467,977 1.8  1,123,957 1.2

Ⅴ　営業外収益        

１．受取利息及び配当金  102,461   125,248   

２．有価証券利息  －   20   

３．仕入割引  92,461   112,979   

４．賃貸料  51,499   40,818   

５．報奨金  141,150   161,541   

６．持分法による投資利益  17,892   －   

７．その他の営業外収益  65,993 471,459 0.6 107,707 548,316 0.6

Ⅵ　営業外費用        

１．支払利息  11,620   12,059   

２．売上割引  14,858   21,226   

３．投資固定資産減価償却費  9,023   9,581   

４．持分法による投資損失  －   3,156   

５．その他の営業外費用  29,542 65,044 0.1 29,777 75,801 0.1

経常利益   1,874,391 2.3  1,596,471 1.7

Ⅶ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※2 7,501   438   

２．営業権譲渡益  －   13,000   

３．国庫補助金受贈益  83,500   －   

４．貸倒引当金戻入額  36,582   87,436   

５．投資有価証券売却益  26   200   

６．会員権売却益  285 127,896 0.1 － 101,075 0.1

Ⅷ　特別損失        

１．固定資産処分損 ※3 26,558   11,600   

２．固定資産圧縮損  83,499   －   

３．投資有価証券評価損  －   4,564   

４．会員権評価損  9   3,158   

５．減損損失 ※4 － 110,068 0.1 970,891 990,215 1.0

税金等調整前当期純利益   1,892,219 2.3  707,332 0.8

法人税、住民税及び事業税  647,056   59,432   

法人税等調整額  276,996 924,052 1.1 620,804 680,237 0.8

少数株主利益   3,799 0.0  6,774 0.0

当期純利益   964,366 1.2  20,320 0.0
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   5,456,105  5,456,105

Ⅱ　資本剰余金期末残高   5,456,105  5,456,105

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   17,093,455  17,809,231

Ⅱ　利益剰余金増加高      

    当期純利益  964,366 964,366 20,320 20,320

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  207,840  199,309  

２．役員賞与  40,430  44,230  

３．自己株式処分差損  320 248,591 11 243,550

Ⅳ　利益剰余金期末残高   17,809,231  17,586,001
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当期純利益  1,892,219 707,332

減価償却費  264,813 262,380

減損損失  － 970,891

長期前払費用の償却・除
却

 10,154 9,936

連結調整勘定償却額  40,941 40,941

持分法による投資損益  △17,892 3,156

投資有価証券売却損益  △26 △200

投資有価証券評価損  － 4,564

会員権評価損  9 3,158

役員退職慰労引当金の増
減額

 △116,870 △11,470

賞与引当金の増減額  25,958 △27,670

退職給付引当金の増減額  63,751 △19,806

貸倒引当金の増減額  △129,997 △245,598

受取利息及び受取配当金  △102,461 △125,268

支払利息  11,620 12,059

固定資産売却損益  1,203 1,682

売上債権の増減額  △2,302,370 △1,729,304

たな卸資産の増減額  166,405 723,421

営業保証金の増減額  △52,171 △81,381

その他流動資産の増減額  214,647 △161,238

投資その他の資産の増減
額

 126,067 198,239

仕入債務の増減額  1,343,085 △547,252

その他流動負債の増減額  82,631 197,001

役員賞与の支払額  △40,430 △44,230

その他  57,934 △35,257

小計  1,539,223 106,086

利息及び配当金の受取額  106,533 123,528

利息の支払額  △11,781 △11,466

法人税等の支払額  △571,228 △516,512

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,062,747 △298,364
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金の預入による支
出

 △5,406 △3,306

定期預金の払戻による収
入

 8,400 －

投資有価証券の取得によ
る支出

 △159,443 △1,117,311

投資有価証券の売却によ
る収入

 25,054 300

貸付けによる支出  △26,160 △112,238

貸付金の回収による収入  31,248 34,802

有形・無形固定資産取得
にかかる支出

 △172,072 △626,163

有形・無形固定資産売却
にかかる収入

 89,298 5,433

その他  84,370 △30,849

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △124,710 △1,849,333

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入れによる収入  38,887 69,396

短期借入金の返済による
支出

 △42,105 △54,887

長期借入れによる収入  10,000 3,500

長期借入金の返済による
支出

 △20,706 △25,484

社債の償還による支出  － △500,000

配当金の支払額  △207,880 △199,562

少数株主への配当金の支
払額

 － △400

自己株式の取得による支
出

 △228,720 △3,984

自己株式の売却による収
入

 53,130 2,652

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △397,394 △708,771

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（△は減少額）

 540,642 △2,856,468

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 6,714,347 7,254,989

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 7,254,989 4,398,520
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　９社

上成商事㈱

上原産業㈲

京都三協サッシ㈱

上原硝子㈱

㈲谷岡プロパン商会

昭和ガステック㈲

湖北ガス㈱

新ダイヤ産業㈱

山科三協ビルサッシ㈱

　前連結会計年度において連結子会

社でありました上原石油販売㈱は清

算したため、連結の範囲から除いて

おります。

連結子会社の数　　８社

上成商事㈱

上原産業㈲

京都三協サッシ㈱

上原硝子㈱

昭和ガステック㈲

湖北ガス㈱

新ダイヤ産業㈱

山科三協ビルサッシ㈱

 

　前連結会計年度において連結子会

社でありました㈲谷岡プロパン商会

は、提出会社（上原成商事㈱）と合

併したため、連結の範囲から除いて

おります。

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用関連会社の数　　２社

豊国石油㈱

橋立生コンクリート工業㈱

持分法適用関連会社の数　　２社

豊国石油㈱

橋立生コンクリート工業㈱

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

　連結子会社の決算日は連結決算日と一

致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

(イ)有価証券

────────

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

  償却原価法による定額法によってお

ります。

 その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法によってお

ります。

時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (ロ)たな卸資産

　先入先出法による原価法を採用して

おります。

　ただし、販売用不動産については、

個別法による低価法によっておりま

す。

（会計処理方法の変更）

　販売用不動産の評価基準及び評価方

法は、従来、個別法による原価法に

よっておりましたが、当連結会計年度

より、個別法による低価法に変更して

おります。

　この変更は、従来、販売用不動産の

時価の著しい下落については、強制評

価減を適用することにより対応してお

りましたが、近年の国内不動産市場の

変化の動向に鑑み、不動産市場におけ

る価格の変動をより適時に帳簿価額に

反映させることにより、より一層の財

務体質の健全化を図るために行ったも

のであります。

　なお、この変更による影響はありま

せん。

(ロ)たな卸資産

　先入先出法による原価法を採用して

おります。

　ただし、販売用不動産については、

個別法による低価法によっております。

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

　建物及び構築物　　　３年～50年

　機械装置及び運搬具　５年～15年

有形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(イ)貸倒引当金

同左

 (ロ)賞与引当金

　従業員の賞与支払に備えるため、支

給見込額を計上しております。

(ロ)賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (ハ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　なお、提出会社の会計基準変更時差

異（64,800千円）については、５年に

よる均等額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（11年）に

よる定率法により按分した額をそれぞ

れ発生時の連結会計年度から費用処理

しております。

(ハ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（11年）に

よる定率法により按分した額をそれぞ

れ発生時の連結会計年度から費用処理

しております。

 (ニ)役員退職慰労引当金

　提出会社は、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、役員退職慰労金内規

に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

(ニ)役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。

同左

(5）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

  消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

  消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項

　連結調整勘定の償却については、発生

年度より５年間の均等償却を行っており

ます。ただし、金額が僅少である場合一

時償却しております。

同左

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

　これにより、税金等調整前当期純利益は970,891千円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき減価償却累計額の科目に含めて表示してお

ります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．関連会社項目

　関連会社に対する資産は次のとおりであります。

※１．関連会社項目

　関連会社に対する資産は次のとおりであります。

固定資産  

投資有価証券（株式） 831,326千円

固定資産  

投資有価証券（株式） 810,697千円

※２．担保に供している資産は次のとおりであります。 ※２．担保に供している資産は次のとおりであります。

預金 75,277千円

建物 25,711

土地 43,280

計 144,269

預金       75,283千円

建物 5,974

土地 11,738

計 92,996

　上記に対応する債務残高は次のとおりであります。 　上記に対応する債務残高は次のとおりであります。

短期借入金 35,707千円

社債 500,000

長期借入金 2,819

割引手形 96,927

計 635,454

短期借入金       36,583千円

長期借入金 2,859

割引手形 8,307

計 47,750

　なお、上記資産のほか、定期預金631,000千円及び

投資有価証券9,840千円は、仕入先に対する取引保証

として差し入れております。

　なお、上記資産のほか、定期預金601,000千円及び

投資有価証券12,650千円は、仕入先に対する取引保証

として差し入れております。

※３．有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮

記帳額は次のとおりであります。

※３．　　　　　　  ──────

建物及び構築物（構築物） 2,074千円

機械装置及び運搬具（機械及び

装置）

81,425

計 83,499

　４．偶発債務

　連結会社以外の会社の銀行借入金及び商手割引に対

し、債務保証を行っております。

　４．偶発債務

　連結会社以外の会社の銀行借入金及び商手割引に対

し、債務保証を行っております。

㈱青山石油 95,030千円

三宅運輸㈱ 3,582

計 98,612

㈱青山石油       84,350千円

計 84,350

　５．受取手形割引高は、次のとおりであります。 　５．受取手形割引高は、次のとおりであります。

受取手形割引高 188,349千円 受取手形割引高        98,085千円

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式24,053,942株で

あります。

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式 24,053,942株

であります。

※７．連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する

自己株式の数は、普通株式844,680株であります。

※７．連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する

自己株式の数は、普通株式842,019株であります。

　８．提出会社及び連結子会社においては、資金調達の効

率化及び安定化を図るため、取引銀行２行と当座貸越

契約及び特定融資枠（コミットメントライン）契約を

締結しております。

　８．提出会社及び連結子会社においては、資金調達の効

率化及び安定化を図るため、取引銀行２行と当座貸越

契約及び特定融資枠（コミットメントライン）契約を

締結しております。

特定融資枠契約の総額 1,140,000千円

当連結会計年度末借入残高 43,000千円

当連結会計年度末未使用枠残高 1,097,000千円

特定融資枠契約の総額      1,220,000千円

当連結会計年度末借入残高       108,000千円

当連結会計年度末未使用枠残高     1,112,000千円

※９．　　　　　　　────── ※９．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

人件費 2,699,664千円

賞与引当金繰入額 243,447

貸倒引当金繰入額 9,301

退職給付費用 191,194

役員退職慰労引当金繰入額 40,550

人件費      2,730,033千円

賞与引当金繰入額 215,777

貸倒引当金繰入額 33,659

退職給付費用 135,927

役員退職慰労引当金繰入額 45,790

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 5,005千円

機械装置及び運搬具 1,149

土地 1,346

計 7,501

建物及び構築物      69千円

機械装置及び運搬具 369

計 438

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

(1）固定資産除却損 (1）固定資産除却損

建物及び構築物 7,391千円

機械装置及び運搬具 9,694

工具器具及び備品 767

計 17,854

建物及び構築物      4,546千円

機械装置及び運搬具 3,921

工具器具及び備品 1,003

土地 8

計 9,479

(2）固定資産売却損 (2）固定資産売却損

建物及び構築物 218千円

機械装置及び運搬具 8,313

電話加入権 173

計 8,704

建物及び構築物    141千円

機械装置及び運搬具 1,979

計 2,121
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※４．　　　　　　　────── ※４．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 件数 減損損失
（千円）

サービスス
テーション

土地及び建

物等

滋賀県

愛知県

京都府

3

1

1

327,101

11,304

2,890

宝飾品店舗
土地及び建

物等
京都府 1 416,955

遊休資産 土地 京都府 1 203,724

賃貸不動産
土地及び建

物
東京都 1 8,916

　当社グループは、主に当社の事業所単位に資産をグ

ルーピングしております。また、賃貸資産及び事業の

用に直接供していない遊休資産についてはそれぞれの

資産を単位としております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである

資産グループや土地の時価の下落が著しい資産グルー

プについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減損額を減損損失（970,891千円）として特別損失に

計上しております。

　減損損失の内訳は、建物及び構築物106,930千円、

土地835,423千円、その他28,537千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額又は使用価値により測定しております。正味売却価

額については、土地及び建物は不動産鑑定士による鑑

定評価額により算定しております。また、使用価値に

ついては、将来キャッシュ・フローを5.0％で割り引

いて算定しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 7,970,766

担保提供又は預入期間が３か月を超え

る定期預金
△715,777

現金及び現金同等物 7,254,989

 （千円）

現金及び預金勘定 5,117,604

担保提供又は預入期間が３か月を超え

る定期預金
△719,083

現金及び現金同等物 4,398,520
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

（1）株式 851,122 2,589,562 1,738,439

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 851,122 2,589,562 1,738,439

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

（1）株式 149,403 149,139 △264

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 149,403 149,139 △264

合計 1,000,526 2,738,701 1,738,174

　（注）　その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行わなければならないものはありませんでした。

　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％下落した場合には回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

25,054 26 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 23,390

　（注）　その他有価証券で時価のないものについて減損処理を行わなければならないものはありませんでした。
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当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

（1）株式 1,118,573 3,971,806 2,853,232

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 1,118,573 3,971,806 2,853,232

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

（1）株式 99,364 95,853 △3,510

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 99,364 95,853 △3,510

合計 1,217,938 4,067,660 2,849,722

　（注）　その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行わなければならないものはありませんでした。

　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％下落した場合には回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

300 200 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 連結貸借対照表計上額（千円）

（1）満期保有目的の債券  

社債 199,920

非上場外国債券 700,000

（2）その他有価証券  

非上場株式 18,726

　（注）　その他有価証券で時価のないものについて4,564千円減損処理を行っております。

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

債　券     

(1）社債 － 200,000 － －

(2）その他 － － － 700,000

合計 － 200,000 － 700,000
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　提出会社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度と退職一時金制度を採用してお

ります。

　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　なお、これとは別に提出会社は総合型の厚生年金基金として京滋石油厚生年金基金にも加入しております。

なお、掛金拠出割合より計算した提出会社の年金資産は以下のとおりであります。

平成17年３月31日現在　2,014,346千円

平成18年３月31日現在  2,249,970千円

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

退職給付債務（千円） △1,764,664 △1,806,890

年金資産（千円） 1,109,889 1,378,792

未積立退職給付債務（千円） △654,775 △428,098

未認識数理計算上の差異（千円） 315,904 109,034

貸借対照表計上額純額（千円） △338,870 △319,063

退職給付引当金（千円） △338,870 △319,063

　（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

勤務費用（千円） 108,917 109,276

利息費用（千円） 43,639 34,538

期待運用収益（千円） △35,219 △33,297

会計基準変更時差異の費用処理額（千円） 12,960 －

数理計算上の差異の費用処理額（千円） 60,897 25,410

退職給付費用（千円） 191,194 135,927

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

割引率（％） 2.0 2.0

期待運用収益率（％） 3.0 3.0

数理計算上差異の処理年数（年） 11 11

 （各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による

定率法により按分した額をそ

れぞれ発生時の連結会計年度

から費用処理しております。）

（各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による

定率法により按分した額をそ

れぞれ発生時の連結会計年度

から費用処理しております。）

会計基準変更時差異の処理年数　提出会社（年） ５ －

連結子会社(年) － －
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

販売用不動産評価損損金不算入額 1,022,059千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 48,133

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
192,565

未払事業税損金不算入額 41,339

投資有価証券評価損損金不算入額 173,024

その他 341,813

繰延税金資産小計 1,818,936

評価性引当額 △164,608

繰延税金資産合計 1,654,328

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 △37,725千円

その他有価証券評価差額 △704,093

その他 △966

繰延税金負債合計 △742,785

繰延税金資産の純額 911,542千円

繰延税金資産  

販売用不動産評価損損金不算入額     11,249千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 45,943

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
187,908

未払事業税損金不算入額 8,227

投資有価証券評価損損金不算入額 162,859

減損損失 386,231

税務上の繰越欠損金 414,488

その他 315,117

繰延税金資産小計 1,532,026

評価性引当額 △501,195

繰延税金資産合計 1,030,830

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金   △35,333千円

その他有価証券評価差額 △1,156,987

その他 △665

繰延税金負債合計 △1,192,986

繰延税金資産の純額  △162,155千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目
1.6

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△0.4

住民税均等割等 1.5

税率変更による期末繰延税金資産の増

額修正
△0.4

評価性引当額の増減 7.0

その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.8％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目
3.7

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△1.7

住民税均等割等 4.1

評価性引当額の増減 48.4

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 96.1％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
エネルギー
関連(千円)

建設資材関
連（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 50,274,853 31,340,169 1,097,261 82,712,283 － 82,712,283

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,077 351 1,420 11,849 (11,849) －

計 50,284,930 31,340,520 1,098,681 82,724,133 (11,849) 82,712,283

営業費用 49,132,604 30,987,427 1,136,122 81,256,154 (11,848) 81,244,306

営業利益（△は営業損失） 1,152,325 353,093 △37,440 1,467,978 (0) 1,467,977

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 15,346,953 13,483,127 2,291,718 31,121,800 10,247,471 41,369,271

減価償却費 238,008 20,305 6,499 264,813 － 264,813

資本的支出 160,654 7,853 3,749 172,257 － 172,257

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分の方法は、取扱い商品の種類・性質等に基づきエネルギー関連部門・建設資材関連部門及びその他

部門に区分しております。

２．各事業区分の主要商品

事業区分 主要商品

エネルギー関連 石油製品・液化石油ガス

建設資材関連 セメント・生コンクリート・建材等

その他 機器・宝飾品・住宅関連等

３．売上高には役務収益を含めております。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は10,248,300千円 であり、その主なものは、提出

会社での余資運用資金（現金・預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産

等であります。
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
エネルギー
関連(千円)

建設資材関
連（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 61,440,352 31,834,005 1,911,492 95,185,850 － 95,185,850

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
11,744 323 519 12,587 (12,587) －

計 61,452,096 31,834,329 1,912,012 95,198,438 (12,587) 95,185,850

営業費用 60,674,376 31,500,360 1,899,743 94,074,480 (12,586) 94,061,893

営業利益 777,720 333,969 12,268 1,123,958 (1) 1,123,957

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 17,984,136 13,458,042 462,113 31,904,292 8,934,252 40,838,544

減価償却費 241,781 18,119 2,478 262,380 － 262,380

減損損失 341,296 8,916 416,955 767,167 203,724 970,891

資本的支出 611,027 20,700 2,999 634,727 － 634,727

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分の方法は、取扱い商品の種類・性質等に基づきエネルギー関連部門・建設資材関連部門及びその他

部門に区分しております。

２．各事業区分の主要商品

事業区分 主要商品

エネルギー関連 石油製品・液化石油ガス

建設資材関連 セメント・生コンクリート・建材等

その他 機器・宝飾品・住宅関連等

３．売上高には役務収益を含めております。

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定資

産の減損に係る会計基準」を適用しております。この適用により、エネルギー関連において341,296千円、建設

資材関連において8,916千円、その他において416,955千円、消去又は全社において203,724千円の減損損失を計

上しております。

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,935,114千円 であり、その主なものは、提出

会社での余資運用資金（現金・預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産

等であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１日

至　平成18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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１日

至　平成18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。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,268.97円

１株当たり当期純利益金額 39.24円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
39.17円

１株当たり純資産額  1,287.03円

１株当たり当期純損失金額      0.87円

　   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 964,366 20,320

　普通株主に帰属しない金額（千円） 44,230 40,540

　（うち利益処分による役員賞与金） (44,230) (40,540)

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に

係る当期純損失（△）（千円）
920,136 △20,219

　期中平均株式数（株） 23,451,070 23,213,389

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 36,834 －

（うち自己株式取得方式によるストックオ

プション）
(36,834) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

──────

 

──────

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

５．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

　当社グループは、生産を行っておりません。

(2) 受注状況

　当社グループは、受注による生産を行っておりません。

(3) 販売実績

　セグメント情報に記載いたしております。
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