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１．18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。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 46,296 9.1 256 △24.1 501 △7.3

17年9月中間期 42,429 17.0 337 △20.1 541 △14.9

18年3月期 92,605 15.7 1,097 △23.5 1,584 △13.8

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 267 － 11 42

17年9月中間期 △601 － △25 66

18年3月期 36 △96.0 △0 18

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 23,447,481株 17年9月中間期 23,449,777株 18年3月期 23,449,711株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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

(2）財政状態  

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 39,046 28,504 73.0 1,215 72

17年9月中間期 38,160 28,020 73.4 1,194 83

18年3月期 38,652 28,796 74.5 1,226 36

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 23,446,973株 17年9月中間期 23,451,349株 18年3月期 23,448,245株

②期末自己株式数 18年9月中間期 606,969株 17年9月中間期 602,593株 18年3月期 605,697株

２．19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）  

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 97,000 1,650 890

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　37円96銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － 3.75 － 3.75 － 7.5

19年３月期（実績） － 3.75 － － －
7.5

19年３月期（予想） － － － 3.75 －

 

※　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。
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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（千円）
構成比
（％）

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 7,831,105 5,974,197 4,654,120

２．受取手形 ※4 5,928,922 6,587,439 6,631,456

３．売掛金 9,650,161 10,914,312 11,677,763

４．たな卸資産 541,890 563,290 504,485

５．前渡金 348,746 742,212 295,569

６．その他 ※6 1,448,066 538,119 1,020,944

７．貸倒引当金 △111,000 △34,000 △32,000

流動資産合計 25,637,893 67.2 25,285,572 64.8 24,752,338 64.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）土地 ※2 1,507,838 1,567,590 1,569,338

(2）その他 ※1,2 1,875,495 2,141,438 2,016,029

有形固定資産合計 3,383,333 8.9 3,709,028 9.5 3,585,367 9.3

２．無形固定資産 94,495 0.2 77,119 0.2 91,618 0.2

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 3,998,363 4,553,679 5,074,977

(2）差入保証金 3,839,222 3,897,787 3,897,396

(3）長期性預金 900,000 900,000 900,000

(4）その他 ※1 757,887 1,076,361 809,464

(5）貸倒引当金 △451,000 △453,000 △459,000

投資その他の資産合
計

9,044,472 23.7 9,974,827 25.5 10,222,838 26.5

固定資産合計 12,522,302 32.8 13,760,975 35.2 13,899,824 36.0

資産合計 38,160,196 100.0 39,046,548 100.0 38,652,163 100.0

－ 2 －



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（千円）
構成比
（％）

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 ※4 2,685,606 2,132,347 2,007,449

２．買掛金 3,295,352 3,651,442 3,777,768

３．短期借入金 404 404 404

４. １年以内償還予定社
債

※2 500,000 － －

５．未払法人税等 33,000 41,000 37,000

６．賞与引当金 200,000 196,000 195,000

７．役員賞与引当金 － 20,500 －

８．その他 ※6 2,202,824 3,451,178 2,476,467

流動負債合計 8,917,187 23.4 9,492,871 24.3 8,494,089 22.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 2,424 2,020 2,222

２．繰延税金負債 461,005 337,786 613,432

３．退職給付引当金 305,441 258,524 276,533

４．役員退職慰労引当金 443,517 445,855 462,830

５．長期リース資産減損
勘定

10,317 4,568 6,631

固定負債合計 1,222,706 3.2 1,048,755 2.7 1,361,649 3.5

負債合計 10,139,894 26.6 10,541,626 27.0 9,855,739 25.5
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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（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,549,682 14.5  － －  5,549,682 14.3

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  5,456,105   －   5,456,105   

資本剰余金合計   5,456,105 14.3  － －  5,456,105 14.1

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  393,507   －   393,757   

２　任意積立金  15,145,193   －   15,150,193   

３　中間（当期）未処分

利益
 293,065   －   843,408   

利益剰余金合計   15,831,767 41.5  － －  16,387,359 42.4

Ⅳ　その他有価証券評価差

額金
  1,463,220 3.8  － －  1,686,166 4.4

Ⅴ　自己株式   △280,474 △0.7  － －  △282,890 △0.7

資本合計   28,020,302 73.4  － －  28,796,424 74.5

負債資本合計   38,160,196 100.0  － －  38,652,163 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 5,549,682 14.2 － －

２　資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 5,456,105 －

(2) その他資本剰余金 － 104 －

資本剰余金合計 － － 5,456,209 14.0 － －

３　利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 393,757 －

(2) その他利益剰余金

任意積立金 － 15,446,694 －

繰越利益剰余金 － 686,175 －

利益剰余金合計  － － 16,526,627 42.3 － －

４　自己株式  － － △283,874 △0.7 － －

株主資本合計  － － 27,248,645 69.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価

差額金
－ － 1,256,275 3.2 － －

評価・換算差額等合計 － － 1,256,275 3.2 － －

純資産合計 － － 28,504,921 73.0 － －

負債純資産合計 － － 39,046,548 100.0 － －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 42,007,153 100.0 45,873,707 100.0 91,693,413 100.0

Ⅱ　売上原価 39,439,301 93.9 43,348,759 94.5 86,239,518 94.1

売上総利益 2,567,851 6.1 2,524,948 5.5 5,453,894 5.9

Ⅲ　営業収益 422,561 1.0 423,278 0.9 912,405 1.0

営業総利益 2,990,412 7.1 2,948,226 6.4 6,366,299 6.9

Ⅳ　販売費及び一般管理費 2,652,602 6.3 2,691,692 5.8 5,269,143 5.7

営業利益 337,810 0.8 256,534 0.6 1,097,156 1.2

Ⅴ　営業外収益 ※１ 241,700 0.6 284,764 0.6 554,227 0.6

Ⅵ　営業外費用 ※２ 38,186 0.1 39,402 0.1 67,352 0.1

経常利益 541,325 1.3 501,896 1.1 1,584,031 1.7

Ⅶ　特別利益 ※３ 31,259 0.1 27,288 0.1 97,526 0.1

Ⅷ　特別損失 ※4,6 975,261 2.3 33,156 0.1 980,916 1.1

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失（△）

△402,676 △0.9 496,028 1.1 700,640 0.7

法人税、住民税及び
事業税

14,215 12,910 27,390

法人税等調整額 184,851 199,066 0.5 215,380 228,290 0.5 636,912 664,303 0.7

中間（当期）純利益
又は中間純損失
（△）

△601,743 △1.4 267,738 0.6 36,336 0.0

前期繰越利益 894,823 － 894,823

合併による未処分利
益受入額

－ － 201

自己株式処分差損 14 － 11

中間配当額 － － 87,942

中間（当期）未処分
利益

293,065 － 843,408
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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

利益
準備金

その他利益剰余金

利益
剰余金
合計圧縮記帳

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

　　　　　　 　 （千円）
5,549,682 5,456,105 － 5,456,105 393,757 55,193 15,095,000 843,408 16,387,359

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）       300,000 △300,000  

剰余金の配当（注）        △87,930 △87,930

役員賞与（注）        △40,540 △40,540

中間純利益        267,738 267,738

自己株式の取得          

自己株式の処分   104 104      

圧縮記帳積立金の取崩し

(注)
     △3,499  3,499  

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

         

中間会計期間中の変動額

合計　　　　    （千円）
  104 104  △3,499 300,000 △157,233 139,267

平成18年９月30日　残高

　　　　　　    （千円）
5,549,682 5,456,105 104 5,456,209 393,757 51,694 15,395,000 686,175 16,526,627

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

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　    （千円）
△282,890 27,110,257 1,686,166 1,686,166 28,796,424

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）     －

剰余金の配当（注）  △87,930   △87,930

役員賞与（注）  △40,540   △40,540

中間純利益  267,738   267,738

自己株式の取得 △1,174 △1,174   △1,174

自己株式の処分 190 295   295

圧縮記帳積立金の取崩し

(注)
     

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

  △429,890 △429,890 △429,890

中間会計期間中の変動額　合

計　　　　    （千円）
△983 138,387 △429,890 △429,890 △291,502

平成18年９月30日　残高

　　　　　　    （千円）
△283,874 27,248,645 1,256,275 1,256,275 28,504,921

　（注）　平成18年６月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

項目
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

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。

子会社株式及び関連会社株

式

　移動平均法による原価法

によっております。

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

 

子会社株式及び関連会社株

式

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券 　 

同左

 

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）によってお

ります。

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）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。

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

時価のないもの

同左

(2）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）たな卸資産

同左

 

　

 

 

 

(2）たな卸資産

　　　　 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　　　３年～50年

機械及び装置

８年～15年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、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）に基づく定額法によっ

ております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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項目
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．引当金の計上基準 (1）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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）　　────── (3）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

20,500千円減少しており

ます。

(3）　　──────

(4）退職給付引当金

　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。

　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（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事

業年度から費用処理してお

ります。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　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計上

しております。

 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（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事

業年度から費用処理してお

ります。
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項目
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）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給

に備えるため、役員退職慰

労金内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上して

おります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　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。

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。

同左 同左

５．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

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

消費税等の会計処理

同左

法人税等の計算方法

　中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る利益処分による圧縮記帳積

立金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を

計算しております。

法人税等の計算方法

　中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る圧縮記帳積立金の取崩しを

前提として、当中間会計期間

に係る金額を計算しておりま

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、税引前中間純損失は

961,975千円増加しております。

　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

961,975千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき減価

償却累計額の科目に含めて表示してお

ります。　

────── （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28,504,921千円でありま

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

（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．有形固定資産の減価償却累計

額

  4,815,531千円

投資固定資産の減価償却累計

額

276,526

計 5,092,057

※１．有形固定資産の減価償却累計

額

  4,834,116千円

投資固定資産の減価償却累計

額

286,273

計 5,120,389

※１．有形固定資産の減価償却累計

額

 4,932,944千円

投資固定資産の減価償却累計

額

281,646

計 5,214,590

※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。

※２．担保に供している資産は次のと

おりであります。

預金    40,280千円

建物 13,461

土地 27,997

計 81,739

預金   40,287千円

計 40,287

預金    40,283千円

計 40,283

　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。

　上記に対応する債務残高は次の

とおりであります。

１年以内償還予

定社債
  500,000千円

昭和ガステック

㈲の銀行借入金
34,000

計 534,000

昭和ガステック

㈲の銀行借入金
34,000千円 

計 34,000

昭和ガステック

㈲の銀行借入金
34,000千円 

計 34,000

　なお、上記資産のほか、定期預

金631,000千円は、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1,051,000千円は、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．偶発債務 　３．偶発債務 　３．偶発債務

(1）下記のとおり銀行借入金及び商

手割引に対し債務保証を行ってお

ります。

(1）下記のとおり銀行借入金及び商

手割引に対し債務保証を行ってお

ります。

(1）下記のとおり銀行借入金及び商

手割引に対し債務保証を行ってお

ります。

上原硝子㈱    80,000千円

㈱青山石油 89,690

京都三協サッシ

㈱
11,300

昭和ガステック

㈲
47,000

㈲谷岡プロパン

商会
27,890

三宅運輸㈱ 1,440

山科三協ビル

サッシ㈱
108,814

計 366,134

上原硝子㈱    84,000千円

㈱青山石油 79,010

京都三協サッシ

㈱
60,000

昭和ガステック

㈲
47,000

山科三協ビル

サッシ㈱
72,525

計 342,535

上原硝子㈱    85,000千円

㈱青山石油 84,350

京都三協サッシ

㈱
60,000

昭和ガステック

㈲
47,000

山科三協ビル

サッシ㈱
99,174

計 375,524
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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）

(2）下記のとおり仕入先に対する支

払債務保証を行っております。

(2）下記のとおり仕入先に対する支

払債務保証を行っております。

(2）下記のとおり仕入先に対する支

払債務保証を行っております。

上原産業㈲     4,545千円 上原産業㈲     5,188千円 上原産業㈲     5,310千円

偶発債務合計   370,680千円 偶発債務合計   347,723千円 偶発債務合計  380,834千円

※４．　　────── ※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。

※４．　　──────

受取手形   716,732千円

支払手形   388,054千円

　５．当社は、資金調達の効率化及び

安定化を図るため、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。

　５．当社は、資金調達の効率化及び

安定化を図るため、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。

　５．当社は、資金調達の効率化及び

安定化を図るため、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

1,000,000千円

当中間会計期間末借入残高

－千円

当中間会計期間末未使用枠残高

1,000,000千円

特定融資枠契約の総額

1,000,000千円

当中間会計期間末借入残高

－千円

当中間会計期間末未使用枠残高

1,000,000千円

特定融資枠契約の総額

1,000,000千円

当事業年度末借入残高

－千円

当事業年度末未使用枠残高

1,000,000千円

※６．消費税等の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※６．消費税等の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※６．　　──────
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（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．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息   35,833千円

報奨金 78,969

受取利息  47,741千円

報奨金 81,786

受取利息   76,679千円

報奨金 161,389

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息    4,630千円 支払利息    2,735千円 支払利息 9,759千円

※３．特別利益の主な内訳 ※３．特別利益の主な内訳 ※３．特別利益の主な内訳

貸倒引当金戻入額  31,059千円 貸倒引当金戻入額   2,580千円

営業権譲渡益 24,480

貸倒引当金戻入額  83,886千円

営業権譲渡益 13,000

※４．特別損失の主な内訳 ※４．特別損失の主な内訳 ※４．特別損失の主な内訳

固定資産処分損 固定資産処分損 固定資産処分損

(1）固定資産除却損 (1）固定資産除却損 (1）固定資産除却損

建物    1,994千円

構築物 175

機械及び装置 1,839

工具器具及び備品 145

土地 8

小計 4,162

建物   17,203千円

構築物 734

機械及び装置 12,438

工具器具及び備品 502

小計 30,879

建物    2,241千円

構築物 2,305

機械及び装置 3,808

工具器具及び備品 962

土地 8

小計 9,325

(2）固定資産売却損 (2）固定資産売却損 (2）固定資産売却損

建物    11千円

構築物 5

機械及び装置 34

小計 50

機械及び装置      211千円

土地 2,065

小計 2,276

建物  136千円

構築物 5

機械及び装置 1,750

小計 1,892

合計 4,213 合計 33,156 合計 11,217

減損損失 961,975千円 減損損失  961,975千円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産   97,858千円

無形固定資産 18,003

投資固定資産 4,462

計 120,324

有形固定資産  115,202千円

無形固定資産 15,676

投資固定資産 4,627

計 135,505

有形固定資産  212,222千円

無形固定資産 36,428

投資固定資産 9,581

計 258,233
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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）

※６．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

計上いたしました。

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

  当社は、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

（961,975千円）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89,636千円、土地831,878千円、

その他40,460千円であります。

  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。

※６．　　────── ※６．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

いたしました。

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

  当社は、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

（961,975千円）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89,636千円、土地831,878千円、

その他40,460千円であります。

  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。
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（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

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 605 1 0 606

 　　　　合計 605 1 0 606

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　２.普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増しによる減少であります。

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるも

のはありません。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額   1,194.83円

１株当たり中間純損失

金額
 25.66円

１株当たり純資産額  1,215.72円

１株当たり中間純利益

金額
   11.42円

１株当たり純資産額   1,226.36円

１株当たり当期純損失

金額
      0.18円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

　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株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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株当たり中間（当期）純利益金額

又は中間純損失金額

　中間（当期）純利益又は中間純損失

  （△）（千円）
△601,743 267,738 36,336

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － 40,540

　（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (40,540)

　普通株式に係る中間（当期）純利益

又は普通株式に係る中間純損失（△）

（千円）

△601,743 267,738 △4,203

　期中平均株式数（株） 23,449,777 23,447,481 23,449,711

　    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

　中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

　普通株式増加数（株） － － －

　（うち自己株式取得方式によるストッ

クオプション）
(－) (－) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（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。
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７．比較部門別売上状況
 （表示単位：千円未満切捨て）

部門 商品区分

前中間期 当中間期 前事業年度

（17．4.1～17．9.30） （18．4.1～18．9.30） （17．4.1～18．3.31）

売上高 構成比％ 売上高 構成比％ 売上高 構成比％

石油

燃料

石油製品 23,959,598 57.1 28,455,925 62.1 55,736,879 60.8

液化石油ガス 2,023,258 4.8 2,298,967 5.0 4,588,611 5.0

（小計） (25,982,857) (61.9) (30,754,893) (67.1) (60,325,490) (65.8)

建設

資材

セメント・生コンク

リート
10,555,251 25.1 10,719,697 23.3 20,370,202 22.2

建材等 4,251,861 10.1 3,977,758 8.7 9,276,442 10.1

（小計） (14,807,112) (35.2) (14,697,455) (32.0) (29,646,644) (32.3)

その

他

機器 252,235 0.6 274,525 0.6 491,275 0.6

住宅 815,022 1.9 － － 925,922 1.0

宝飾品 149,924 0.4 146,833 0.3 304,079 0.3

（小計） (1,217,183) (2.9) (421,358) (0.9) (1,721,277) (1.9)

売上高合計 42,007,153 100.0 45,873,707 100.0 91,693,413 100.0

役務収益（受取運賃等） 422,561 － 423,278 － 912,405 －

営業収益 42,429,714 － 46,296,986 － 92,605,818 －
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