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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）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。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 347,295 24.5 1,746 △32.6 2,613 △23.2

17年９月中間期 278,878 17.8 2,590 85.4 3,402 38.8

18年３月期 652,435 4,734 6,080

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 2,040 △5.7 22 47

17年９月中間期 2,163 29.5 23 90

18年３月期 3,589 39 03
（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 90,825,297株 17年９月中間期 90,556,461株 　　18年３月期 90,697,726株

②会計処理の方法の変更   無
③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）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 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

18年９月中間期 192,534 73,081 38.0 804 34

17年９月中間期 177,973 70,895 39.8 781 35

18年３月期 203,937 72,174 35.4 794 59
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期   90,858,783株 17年９月中間期 90,734,414株      18年３月期   90,770,316株

②期末自己株式数 18年９月中間期 5,497,800株 17年９月中間期 5,622,169株      18年３月期    5,586,267株

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 694,000 4,400 3,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　34円　12銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 8 8 16

19年３月期（実績） 8 －
16

19年３月期（予想） － 8

 

※　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７ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 19,352 16,073 23,507

２．受取手形  ※４ 6,775 5,648 6,799

３．売掛金 47,045 55,197 65,330

４．たな卸資産 3,239 3,224 2,181

５．繰延税金資産 1,501 1,415 1,413

６．短期貸付金 7,275 13,429 11,258

７．その他 3,112 6,480 3,366

貸倒引当金 △492 △554 △565

流動資産合計 87,810 49.3 100,914 52.4 113,292 55.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物  23,316 23,655 23,322

(2)構築物  13,646 13,932 13,712

(3)機械及び装置  15,598 16,343 15,968

(4)土地 27,159 27,145 27,229

(5)その他 2,405 2,668 2,707

減価償却累計額 △35,061 △35,369 △34,973

有形固定資産合
計

47,063 48,375 47,968

２．無形固定資産 3,084 3,223 3,178

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 28,178 28,789 28,401

(2)長期貸付金 5,658 5,189 4,912

(3)その他 7,630 7,672 7,538

貸倒引当金 △1,453 △1,630 △1,353

投資その他の資
産合計

40,013 40,020 39,498

固定資産合計 90,162 50.7 91,620 47.6 90,645 44.4

資産合計 177,973 100.0 192,534 100.0 203,937 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  ※４ 132 149 138

２．買掛金 50,507 57,887 67,013

３．短期借入金 ※３ 10,800 19,800 19,800

４．一年以内償還社債 5,000 － －

５．未払法人税等 1,216 1,492 1,523

６．役員賞与引当金 － 25 －

７．その他 ※１ 9,429 10,409 13,552

流動負債合計 77,086 43.3 89,764 46.6 102,027 50.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 5,000 5,000 5,000

２．長期借入金 14,000 13,000 13,000

３. 繰延税金負債 535 451 880

４．土地再評価に係る繰
延税金負債

3,321 3,298 3,320

５．退職給付引当金 2,028 2,494 2,220

６．役員退職慰労引当金 363 499 435

７．その他 4,741 4,943 4,878

固定負債合計 29,991 16.9 29,688 15.4 29,734 14.6

負債合計 107,077 60.2 119,452 62.0 131,762 64.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 19,877 11.1 － － 19,877 9.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 5,000 － 5,000

２．その他資本剰余金 12,555 － 12,560

資本剰余金合計 17,555 9.9 － － 17,560 8.6

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 40,140 － 40,140

２．中間（当期）未処分
利益

3,827 － 4,338

利益剰余金合計 43,967 24.7 － － 44,479 21.8

Ⅳ　土地再評価差額金 △9,069 △5.1 － － △8,880 △4.4

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

1,661 0.9 － － 2,262 1.1

Ⅵ　自己株式 △3,098 △1.7 － － △3,124 △1.5

資本合計 70,895 39.8 － － 72,174 35.4

負債資本合計 177,973 100.0 － － 203,937 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 19,877 10.3 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 5,000 －

(2）その他資本剰
余金

 － 12,561 －

資本剰余金合計  － － 17,561 9.1 － －

３　利益剰余金  

(1）その他利益剰
余金

    

　　固定資産圧縮
積立金

 － 1,803 －

　　別途積立金  － 40,360 －

　　繰越利益剰余
金

 － 3,567 －

利益剰余金合計  － － 45,730 23.8 － －

４　自己株式  － － △3,069 △1.6 － －

株主資本合計  － － 80,099 41.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
評価差額金

 － － 1,735 0.9 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 112 0.1 － －

３　土地再評価差額
金

 － － △8,866 △4.6 － －

評価・換算差額等
合計

 － － △7,018 △3.6 － －

純資産合計  － － 73,081 38.0 － －

負債純資産合計  － － 192,534 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 278,878 100.0 347,295 100.0 652,435 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 265,303 95.1 336,209 96.8 624,717 95.8

売上総利益 13,575 4.9 11,085 3.2 27,717 4.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 10,984 4.0 9,339 2.7 22,983 3.5

営業利益 2,590 0.9 1,746 0.5 4,734 0.7

Ⅳ　営業外収益 ※２ 1,245 0.5 1,364 0.4 2,072 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※３ 433 0.2 496 0.1 726 0.1

経常利益 3,402 1.2 2,613 0.8 6,080 0.9

Ⅵ　特別利益 ※４ 371 0.1 917 0.3 871 0.1

Ⅶ　特別損失 ※５ 501 0.1 274 0.1 1,160 0.1

税引前中間(当期)
純利益

3,272 1.2 3,256 1.0 5,791 0.9

法人税、住民税及
び事業税

1,271 1,383 2,345

法人税等調整額 △162 1,108 0.4 △167 1,215 0.4 △143 2,201 0.3

中間（当期）純利
益

2,163 0.8 2,040 0.6 3,589 0.6

前期繰越利益 1,919 － 1,780

土地再評価差額金
取崩額

△256 － △306

中間配当額 － － 725

中間(当期)未処分
利益

3,827 － 4,338
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計固定資産圧

縮積立金
別途積立金

繰越利益剰
余金

平成18年3月31日　残高（百万円） 19,877 5,000 12,560 17,560 1,780 38,360 4,338 44,479

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立て

（百万円）（注）
   － 80  △80 －

固定資産圧縮積立金の取崩し

（百万円）（注）
   － △58  58 －

別途積立金の積立て

（百万円）（注）
   －  2,000 △2,000 －

剰余金の配当（百万円）（注）    －   △726 △726

役員賞与（百万円）（注）    －   △50 △50

中間純利益（百万円）    －   2,040 2,040

自己株式の取得（百万円）    －    －

自己株式の処分（百万円）   1 1    －

土地再評価差額金の取崩し（百万

円）
   －   △13 △13

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）（百万円）
   －    －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 1 1 22 2,000 △771 1,250

平成18年９月30日 残高（百万円） 19,877 5,000 12,561 17,561 1,803 40,360 3,567 45,730

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

土地再評価差
額金

評価・換算差
額等合計

平成18年3月31日　残高（百万円） △3,124 78,792 2,262 － △8,880 △6,617 72,174

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立て

（百万円）（注）
 －    － －

固定資産圧縮積立金の取崩し

（百万円）（注）
 －    － －

別途積立金の積立て

（百万円）（注）
 －    － －

剰余金の配当（百万円）（注）  △726    － △726

役員賞与（百万円）（注）  △50    － △50

中間純利益（百万円）  2,040    － 2,040

自己株式の取得（百万円） △1 △1    － △1

自己株式の処分（百万円） 55 57    － 57

土地再評価差額金の取崩し（百万

円）
 △13   13 13 －

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）（百万円）
 － △527 112  △414 △414

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
54 1,307 △527 112 13 △400 906

平成18年９月30日 残高（百万円） △3,069 80,099 1,735 112 △8,866 △7,018 73,081

 （注）平成18年６月22日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　左

１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　左

その他有価証券

時価のあるもの

…中間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)

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

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)

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

（2）デリバティブ

時価法

（2）デリバティブ

同　左

（2）デリバティブ

同　左

（3）たな卸資産

石油製品

…移動平均法に基づく低価

法

（3）たな卸資産

石油製品

同　左

（3）たな卸資産

石油製品

同　左

販売用器具及び雑品

…最終仕入原価法

販売用器具及び雑品

同　左

販売用器具及び雑品

同　左

２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定率法（ただし、建物(付属設

備を除く)は定額法）

主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　 ５～50年

構築物　　　　 ５～50年

機械及び装置　 ２～20年

車両及び運搬具 ３～５年

器具及び備品　 ２～10年

２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定率法（ただし、建物(付属設

備を除く)は定額法）

主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　 ２～50年

構築物　　　　 ２～50年

機械及び装置　 ２～22年

車両及び運搬具 ２～４年

器具及び備品　 ２～20年

 

２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

同　左
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（2）無形固定資産

営業権

…その支出の効果の及ぶ期

間(主に５年)の均等償却

により費用配分しており

ます。

（2）無形固定資産

のれん

…その支出の効果の及ぶ期

間(５年)の均等償却によ

り費用配分しております。

（2）無形固定資産

営業権

…その支出の効果の及ぶ期

間(主に５年)の均等償却

により費用配分しており

ます。

ソフトウェア

…自社利用のソフトウェア

については、社内におけ

る利用可能期間(５年)に

基づく定額法

ソフトウェア

同　左

ソフトウェア

同　左

上記以外

…定額法

上記以外

同　左

上記以外

同　左

（3）長期前払費用

均等償却

（3）長期前払費用

同　左

（3）長期前払費用

同　左

３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率を勘案して必要額を、

貸倒懸念債権及び破産更生債権に

ついては個別に回収可能性を勘案

した回収不能見込額を計上してお

ります。

３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

同　左

３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

同　左

　　　　────── （2）役員賞与引当金

 役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しております。

　（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用してお

ります。

　これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は、それぞれ25百万

円減少しております。

　

　　　　──────
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（3）退職給付引当金

①　　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業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、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

②　　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（９年）による

定額法により費用処理しており

ます。

③　　数理計算上の差異は、各事業

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（９年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしております。

（3）退職給付引当金

①　　同  左

 

 

 

 

 

 

②　　同  左

 

 

 

 

③　　同  左

（3）退職給付引当金

①　　従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当期末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。

 

 ②　　同  左

 

 

 

 ③　　同  左

（4）役員退職慰労引当金

　役員並びに執行役員に対する退

職慰労金の支出に備えるため、内

規に基づく中間期末要支給額の

100％を計上しております。

（4）役員退職慰労引当金

       同　左

（4）役員退職慰労引当金

役員並びに執行役員に対する

退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。

４．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。

４．リース取引の処理方法

       同　左

４．リース取引の処理方法

       同　左
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップは特例処理によっ

ております。 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・長期借入金

③　ヘッジ方針

　長期借入金の金利変動リスクを

ヘッジする手段として金利スワッ

プ取引のみを利用することとして

おります。 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理の適用要件を満たして

おり、有効性が保証されているた

め、有効性の評価を省略しており

ます。 

５．重要なヘッジ会計の方法

同　左

 ５．重要なヘッジ会計の方法

同　左

   

６．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

（1）法人税等の税額計算について

　税額計算及び法人税等調整額に

ついては、当期末の利益処分によ

る準備金等の調整による影響額を

考慮しております。

６．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

（1）法人税等の税額計算について

同　左

６．その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

（1）　　 ──────

（2）消費税等の会計処理

　消費税等については、税抜方式

によっております。

（2）消費税等の会計処理

同　左

（2）消費税等の会計処理

同　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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）

 当中間会計期間より、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。これにより税引前

中間純利益は78百万円減少しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

 　　　　　──────

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度より、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。これにより税引前当期純

利益は79百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき資産

の金額から直接控除しております。 

 　　　　　────── 　（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、72,968百万円でありま

す。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。　

 　　　　　──────
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注記事項

１（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末
(平成18年３月31日)

※１　流動負債の「その他」には未納消費税

等83百万円が含まれております。なお、

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上表示しております。

※１　流動負債の「その他」には未納消費税

等117百万円が含まれております。なお、

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上表示しております。

※１

──────

　２　偶発債務

保証債務

　２　偶発債務

保証債務

　２　偶発債務

保証債務

百万円 百万円 百万円

借入金に対する保証

伊藤忠エネクスホー

ムライフ北海道株式

会社

300

伊藤忠エネクスホー

ムライフ静岡株式会

社

281

伊藤忠エネクスホー

ムライフ九州株式会

社

240

その他３社 470

営業取引に対する保証

伊藤忠石油販売株式

会社
1,489

大分九石販売株式会

社
1,428

オートガス税の延納に

対する保証

ナポリオートガス株

式会社他 ６社
50

リース契約残高に対す

る保証

株式会社あかつき他

５社
18

計 4,277

借入金に対する保証

伊藤忠エネクスホー

ムライフ北海道株式

会社

300

伊藤忠エネクスホー

ムライフ関西株式会

社

105

伊藤忠エネクスホー

ムライフ関東株式会

社

99

営業取引に対する保証

伊藤忠石油販売株式

会社
1,399

小倉興産エネルギー

株式会社
95

オートガス税の延納に

対する保証

大洋ガステック株式

会社他 ３社
29

リース契約残高に対す

る保証

ダイヤ物産株式会社

他　24社
157

計 2,186

 
 

百万円

債権流動化による手

形譲渡高
250

債権流動化による売

掛債権譲渡高
756

借入金に対する保証

伊藤忠エネクスホー

ムライフ北海道株式

会社

300

伊藤忠エネクスホー

ムライフ関西株式会

社

155

伊藤忠エネクスホー

ムライフ東関東株式

会社

119

その他４社 239

営業取引に対する保証

大分九石販売株式会

社
1,971

伊藤忠石油販売株式

会社
1,660

小倉興産エネルギー

株式会社
771

オートガス税の延納に

対する保証

大洋ガステック株式

会社他 ５社
39

リース契約残高に対す

る保証

株式会社栄城石油他

５社
22

計 5,277

 ※３　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

　この契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。　

百万円

貸出コミットメン

トの総額
3,000

借入実行残高 －

　差引額 3,000

 ※３　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

　この契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。　

百万円

貸出コミットメン

トの総額
3,000

借入実行残高 －

　差引額 3,000

 ※３　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

　この契約に基づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　

百万円

貸出コミットメン

トの総額
3,000

借入実行残高 －

　差引額 3,000
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末
(平成18年３月31日)

 　　　　　────── ※４　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理については、

当中間会計期間の末日は金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。当中間期末日満期手形の金

額は、次のとおりであります。

　　　

　受取手形       　　　  1,234百万円

 

　　　　　　　──────
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２（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　減価償却実施額は、次のとおりであり

ます。

※１　減価償却実施額は、次のとおりであり

ます。

※１　減価償却実施額は、次のとおりであり

ます。

有形固定資産     1,010百万円

無形固定資産 411

長期前払費用 97

有形固定資産     1,121百万円

無形固定資産 395

長期前払費用 105

有形固定資産     2,109百万円

無形固定資産 805

長期前払費用 202

※２　営業外収益の内訳は、次のとおりであ

ります。

※２　営業外収益の内訳は、次のとおりであ

ります。

※２　営業外収益の内訳は、次のとおりであ

ります。

受取利息   52百万円

受取配当金 755

仕入割引 122

その他 314

　計 1,245

受取利息     114百万円

受取配当金 854

仕入割引 180

その他 214

　計 1,364

受取利息       164百万円

受取配当金 857

仕入割引 290

その他 759

　計 2,072

※３　営業外費用の内訳は、次のとおりであ

ります。

※３　営業外費用の内訳は、次のとおりであ

ります。

※３　営業外費用の内訳は、次のとおりであ

ります。

支払利息 189百万円

売上割引 94

その他 150

　計 433

支払利息    192百万円

売上割引 126

その他 176

　計 496

支払利息       387百万円

売上割引 198

その他 140

　計 726

※４　特別利益の内訳は、次のとおりであり

ます。

※４　特別利益の内訳は、次のとおりであり

ます。

※４　特別利益の内訳は、次のとおりであり

ます。

１） 固定資産売却益

土地 1百万円

その他 2

２） 投資有価証券売却益 367

　計 371

１） ＬＰガス小売事業譲

渡益
 844百万円

２） その他 72

　計 917

１） 固定資産売却益

建物     1百万円

構築物  3

機械及び装置  5

土地 20

その他 3

２） 投資有価証券売却益 346

３） 関係会社株式売却益 491

　計 871
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５　特別損失の内訳は、次のとおりであり

ます。

※５　特別損失の内訳は、次のとおりであり

ます。

※５　特別損失の内訳は、次のとおりであり

ます。

１） 固定資産売却除却損

建物 32百万円

構築物 28

機械及び装置 39

土地 66

その他 62

２） 投資有価証券売却損 1

３） 投資有価証券評価損 120

４） 事業等整理損

子会社事業整理損 71

５) 減損損失 78

　計 501

１） 固定資産売却除却損

建物   35百万円

構築物 37

機械及び装置 36

土地 4

その他 109

２） 事業等整理損

子会社事業整理損 9

３） 関係会社株式売却損 16

４) 減損損失 23

　計 274

１） 固定資産売却除却損

建物      200百万円

構築物 102

機械及び装置 67

土地 95

その他 263

２） 関係会社株式売却損 1

３） 投資有価証券評価損 119

４） 事業等整理損

子会社事業整理損 231

５） 減損損失 79

　計 1,160

 　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下の

資産について減損損失を計上しました。

地域 用途 種類

 　北海道 遊休資産１件 土地

 　関　東 遊休資産１件 土地

 　北　陸 遊休資産３件 土地

 　中　国 遊休資産１件 土地

　 九　州 遊休資産３件 土地

 　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下の

資産について減損損失を計上しました。

地域 用途 種類

 　北海道 遊休資産１件 土地

 　関　東 遊休資産１件 土地

 　北　陸 遊休資産１件 土地

　 九　州 遊休資産３件 土地

 　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産

について減損損失を計上しました。

 

地域 用途 種類

 　北海道 遊休資産１件 土地

 　関　東 遊休資産１件 土地

 　北　陸 遊休資産３件 土地

 　関　西 遊休資産１件 土地

 　中　国 遊休資産１件 土地

　 九　州 遊休資産３件 土地

 

　当社は、事業資産については事業部門

別に、遊休資産については個別物件単位

で資産のグル－プ化を行っておりま

す。

　市場価格の下落により、上記の遊休資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額78百万円を減損損失として特

別損失に計上しております。

　なお、当資産の回収可能価額は、正味

売却可能価額により測定しており、主に

路線価又は固定資産税評価額等の適切に

市場価格を反映していると考えられる評

価額を基に算出し評価しております。

 

 

　当社は、事業資産については事業部門

別に、遊休資産については個別物件単位

で資産のグル－プ化を行っておりま

す。

　市場価格の下落により、上記の遊休資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額23百万円を減損損失として特

別損失に計上しております。

　なお、当資産の回収可能価額は、正味

売却可能価額により測定しており、主に

路線価又は固定資産税評価額等の適切に

市場価格を反映していると考えられる評

価額を基に算出し評価しております。

 

 　

　当社は、事業資産については事業部門

別に、遊休資産については個別物件単位

で資産のグル－プ化を行っておりま

す。

　市場価格の下落により、上記の遊休資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額79百万円を減損損失として特

別損失に計上しております。

　なお、当資産の回収可能価額は、正味

売却可能価額により測定しており、主に

路線価又は固定資産税評価額等の市場価

格が適切に反映していると考えられる評

価額を基に算出し評価しております。
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３（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注）１，２ 5,586,267 1,533 90,000 5,497,800

合計 5,586,267 1,533 90,000 5,497,800

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,533株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少90,000株は、ストック・オプションの行使によるものであります。

 

４（リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

 

５（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年9月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

関連会社株式 10,966 13,716 2,750

当中間会計期間末（平成18年9月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

関連会社株式 10,746 11,948 1,201

前事業年度末（平成18年3月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

関連会社株式 10,966 14,224 3,258
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