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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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9月中間期 47,690 9.1 256 △29.9 524 △7.8

17年9月中間期 43,721 16.6 366 △11.3 568 △15.3

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

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 279 － 12 03 － －

17年9月中間期 △586 － △25 25 － －

18年3月期 20 △97.9 △0 87 － －

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期   30百万円 17年9月中間期 ６百万円 18年3月期   △３百万円

②期中平均株式数
　（連結）　

18年9月中間期 23,211,159株 17年9月中間期 23,213,455株 18年3月期  23,213,389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、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）連結財政状態  

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 41,288 29,677 71.7 1,274 66

17年9月中間期 40,284 29,189 72.5 1,257 34

18年3月期 40,838 29,914 73.3 1,287 03

（注）期末発行済株式数 
      （連結）

18年9月中間期 23,221,707株 17年9月中間期 23,215,027株 18年3月期  23,211,923株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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9月中間期 1,835 △840 △99 5,293

17年9月中間期 1,202 △720 △152 7,584

18年3月期 △298 △1,849 △708 4,398

(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） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．19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

通　期 99,000 1,700 920

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　39円62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９月30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と

おりであります。

［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とおりであります。

 
連結対象子会社 

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㈱ 

持分法適用関連会社 

 

 

(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・液化石油ガス・建材等の製品の仕入及び供給 

石油製品・液化石油ガス・建材等の製品の供給 

液化石油ガスの仕入 
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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

売及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、自己資本比率、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

  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。

(６) 会社の対処すべき課題

  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。当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おります。

  エネルギー関連におきましては、原油及び液化石油ガスの輸入価格が高止まりする見通しのもと、適正利益確保

が課題となっております。

　石油製品におきましては、引き続き専門委員会を中心としたチャネル・商品別での拡販を実行するとともに、Ｓ

Ｓ運営におきましては、市況に左右されないＳＳ収益基盤の確立が課題となっております。

  液化石油ガスにおきましては、販売店・リテール子会社も含めたグループ営業により、民生用分野で地元密着展

開を実行しておりますが、オール電化・都市ガスなどエネルギー間競争の激化への対応が課題となっております。

　建設資材関連におきましては、セメント・生コンクリートでは、施主、優良建設会社などあらゆる方面とのつな

がりを強化する中で、情報の早期収集と重点エリアの絞り込みによる受注活動を継続してまいります。

  また、建材におきましては、情報力・管理力・工事力など流通における存在感を明確化し、優良建設会社との協

力関係強化を図ってまいります。

　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

  当中間期におけるわが国経済は、米国での景気減速や国内個人消費の伸び悩みなど懸念材料を抱えつつも、旺盛

な民間設備投資と輸出に牽引され、景気拡大基調が続きました。

　①エネルギー関連

　石油部門は、原油価格が高値こう着状態にある中、製品価格はさらに上昇を続け、コージェネレーションシステ

ムの停止、ＬＮＧ（液化天然ガス）への転換、さらにはサービスステーションでの自動車燃料の買い控えなど需要

の減退が徐々に表面化し、加えて仕入れコストの転嫁遅れも発生したことから、大変厳しい状況で推移いたしまし

た。

  このような状況のもと、当部門では適正市況の構築に努めるほか、セルフ方式サービスステーションを新設１ヶ

所、改造１ヶ所の計２ヶ所でオープンし、さらには産業用燃料、民生用灯油、潤滑油の各分野において専門委員会

による活動を展開するなど顧客間口の拡大を図りました。

　一方、液化石油ガス部門は、他エネルギーとの競合が一層激化する中で業界再編が進行し、元売会社の合併や物

流拠点の統廃合が行われました。

　このような状況のもと、当部門では引き続き適正市況の構築を行うとともに、家庭用直販体制の構築など増販に

向けた取り組みを実施すると同時に、物流拠点の共同化・統合にも着手しコスト競争力の強化に努めました。

　以上により、エネルギー関連の売上高（役務収益を含む）は312億６千９百万円（前年同期比18.0％増）となりま

した。

　②建設資材関連

　セメント・生コンクリート部門は、公共機関での需要が引き続き低調に推移した上に、民間での需要にも陰りが

見え始め、全体でも受注金額は前年を下回る状況となりました。こうした中、大都市圏を中心に需要はますます偏

在化する傾向を強め、地域間格差が拡大いたしました。

　このような状況のもと、当部門では拡販委員会を中心に、セメントにおいては共納先でのシェアアップ、現場物

件の掘り起こし、地盤改良材の新規拡販を行い、生コンクリートにおいては大手建設会社及び地元優良工務店など

への営業強化による契約残高の積み上げに傾注いたしました。

　また、建材部門におきましては、主力となる京滋地区においてマンション着工戸数が二桁の伸びを示すなど需要

が拡大いたしましたが、受注競争が一段と厳しさを増し価格の低下が見られたことに対し、メーカーにおいて原材

料費や生産コストが上昇したことから、収益面では引き続き厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況のもと、当部門では商機を逃さず確実な物件受注に努めると同時に、物件単位でのきめ細かい原

価管理を行いました。

　以上により、建設資材関連の売上高（役務収益を含む）は158億９千１百万円（前年同期比0.1％増）となりまし

た。

　③その他の部門

　機器部門は、ガス燃焼機器、ガス供給機器の拡販に注力いたしました。

　宝飾品部門は、市場環境が徐々に回復に向かう中、店舗販売、催事販売、ネット販売とチャネル別での展開を強

化し増販に取り組みました。

　なお、住宅部門につきましては、保有する販売用不動産のほぼ全てを前期までに売却を完了し、今期は新たな事

業展開を行っておりません。

　以上により、その他の部門の売上高（役務収益を含む）は５億２千９百万円（前年同期比60.4％減）となりまし

た。

  このような状況のもと、当社グループは、企業イズムの浸透と人材の育成に努め、中期経営計画に沿った部門成

長戦略を実行いたしました結果、売上高に役務収益を加えた営業収益は、原油高騰に伴う石油製品・液化石油ガス

価格の上昇や生コンクリートの増販が寄与し476億９千万円（前年同期比9.1％増）と増加いたしましたものの、厳

しい業界情勢が続く中での売上総利益の減少に加え、拡販に向けた積極的な投資により販売費及び一般管理費が増

加し、経常利益は５億２千４百万円（前年同期比7.8％減）、中間純利益は前年同期に減損会計の適用による特別損

失計上があったことから、２億７千９百万円（前年中間純損失５億８千６百万円）と増加いたしました。

  中間配当金につきましては、前年中間期と同様３円75銭とさせていただきます。
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(2) 財政状態

　当中間期末の財政状態といたしましては、総資産は412億８千８百万円（前年同期比10億４百万円増加）、また負

債の部合計は116億１千１百万円（前年同期比５億９千３百万円増加）、純資産の部合計は296億７千７百万円（前

年同期比４億１千１百万円増加）となりました。

　当中間連結会計期間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・フローの増加により、当中間連結会計期間末は52億９千３百万円（前中間連結会計期間末は75億８千

４百万円、前年同期比30.2％減少）となりました。

　当中間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）

　営業活動の結果増加した資金は18億３千５百万円（前中間連結会計期間は12億２百万円増加）となりました。こ

れは、税金等調整前中間純利益及び売上債権減少、その他流動負債増加の増加要因と、その他流動資産増加の減少

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８億４千万円（前中間連結会計期間は７億２千万円減少）となりました。これは、

定期預金の預入による支出、有形・無形固定資産取得にかかる支出、投資有価証券の取得によ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９千９百万円（前中間連結会計期間は１億５千２百万円減少）となりました。こ

れは、配当金の支払８千８百万円、短期借入金の返済による支出１千万円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16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月期

自己資本比率 73.9　％ 71.3  ％ 73.3　％ 71.7　％

時価ベースの自己資本

比率
28.1　％ 36.5　％ 46.3　％ 37.7　％

債務償還年数 0.9　年 0.9　年 － 0.1　年

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
86.5 90.2 　　　　－ 581.2

（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。

・債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。

・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。

(3) 通期の見通し

　今後の経済情勢につきましては、世界的に景気減速感が強まる懸念があるものの、国内においては今しばらく堅

調に推移するものと見られます。またエネルギーを中心に素材価格の変動が続き、国内市況への影響が予想される

ことから、慎重な判断が必要と思われます。

  このような見通しのもと、当社グループは、一層の経営基盤強化に努め、企業価値の向上を図ることで、当社グ

ループに関わるすべての皆様方のご期待にこたえてまいります。

  通期の業績の見通しにつきましては、営業収益は990億円、経常利益は17億円、当期純利益は９億２千万円を予定

しております。
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(4) 事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因と、その他重要と考えら

れる事項を以下のとおり記載いたします。

  ①原油価格及び為替レートの変動

　当社グループの主力商品であるエネルギー関連事業の石油製品や液化石油ガス等の石油燃料におきましては、需

給バランスの変化等に起因する国際市場における原油価格の変動や、為替レートの変動によって仕入価格が影響を

受けます。例えば、特定の国や地域における政治的・経済的な変化により原油価格の高騰を引き起こす可能性があ

り、このような国際市場における原油価格の変動に伴う石油製品等の仕入価格が上昇する局面で、販売価格への転

嫁が遅れた場合には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

    ②競合の影響

　当社グループが事業を展開する商品は、競合他社の取り扱う商品との差別化が非常に困難であり、各製品市場及

び地域市場における競争の激化が予想されます。当社グループでは独自のサービスによる差別化と競争力の向上を

図っておりますが、当社グループが事業を展開する地域において競合他社の動向や新規参入業者等の状況によって

は、価格競争が当社の予想を超えて販売価格の下落をまねく可能性もあり、売上高の減少や単位当たりの利益及び

利益率の低下等、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

    ③特定元売との取引

　当社の総仕入高のうち、コスモ石油株式会社（以下「同社」という）に対する仕入高の構成比は18年３月期にお

いて55％と依存度が高い水準にあります。同社とは昭和31年に売買基本契約を締結して以来、安定的かつ良好な関

係を維持し現在に至っておりますが、今後、何らかの理由により同社との安定した取引に問題が生じた場合には、

当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

    ④自然災害及び事故による影響

　石油製品においては近畿地区に３ヶ所の油槽所を所有し、ここを基地として一定量の石油を確保し、安定供給す

るための物流システムを構築しております。また、石油製品の小売部門として直営32ヶ所のサービスステーション

を運営しております。液化石油ガス製品においては京滋地区に５ヶ所の充填工場と直営２ヶ所のサービスステーショ

ンを運営しており、コンピューター管理による配送・セキュリティーシステムで安定供給と徹底した安全管理を行っ

ております。このような設備と物流システムを保有する企業として、自然災害及び事故による潜在的なマイナス影

響を最小化するために、法定検査に加え自主的な基準による定期的な設備点検、土壌汚染対策及び防災訓練等を行っ

ており保安体制の強化に努めておりますが、その影響を完全に防止できる保証はありません。大規模な地震や風水

害及び火災等が発生した場合や土壌汚染が生じた場合など、当社グループの事業に支障をきたし、当社グループの

業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

    ⑤個人情報の管理

　当社グループは、エネルギー関連事業に係るサービスステーション利用者のカードデータ及び液化石油ガスの消

費者データ等に関する個人情報を保有しております。個人情報管理については、「個人情報保護規定」を策定し、

これを遵守するとともに情報の取扱いに対する意識の向上を目的とした社員教育の徹底や、情報へのアクセス者の

限定など、内部管理体制の強化に取り組んでおります。現在のところ個人情報の流出は発生しておらず、今後も顧

客情報へのアクセス環境及びセキュリティーシステムの改善を図り、個人情報保護に万全を期してまいりますが、

万一、個人情報が流出した場合には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

    ⑥固定資産の減損

　当社グループでは、数多くの事業用資産を有しておりますが、事業を行うにあたってはいずれも不可欠なもので

あります。但し、大幅な時価の下落や将来の事業収益性が悪化した場合には、減損会計に基づき当該事業に関連す

る固定資産について減損損失が発生し、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

    ⑦その他のリスク

　当社グループのエネルギー関連事業における季節的変動要因といたしまして、石油製品の需要期であります冬季

において暖冬が続きますと、出荷数量が減少し、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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 8,301,679 6,454,513 5,117,604

２．受取手形及び売掛金 ※5 15,948,012 18,028,517 18,758,048

３．たな卸資産 656,335 693,589 636,290

４．前渡金 356,816 764,892 299,159

５．その他 1,251,989 647,750 886,559

６．貸倒引当金 △121,065 △44,885 △44,042

流動資産合計 26,393,768 65.5 26,544,378 64.3 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 ※1,2 1,208,577 1,438,305 1,378,010

(2）土地 ※2 1,527,565 1,584,051 1,585,065

(3）その他 ※1 755,756 3,491,899 8.7 760,893 3,783,250 9.2 685,009 3,648,085 8.9

２．無形固定資産

(1）連結調整勘定 61,412 － 40,941

(2）のれん － 32,512 －

(3）その他 97,297 158,709 0.4 67,629 100,141 0.2 94,226 135,167 0.4

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※2 4,741,880 5,267,226 5,797,004

(2）差入保証金 4,099,717 4,161,894 4,159,272

(3）長期性預金 900,000 900,000 900,000

(4）その他 ※1 674,682 739,870 761,894

(5）貸倒引当金 △176,219 10,240,060 25.4 △207,835 10,861,155 26.3 △216,501 11,401,671 27.9

固定資産合計 13,890,669 34.5 14,744,547 35.7 15,184,924 37.2

資産合計 40,284,438 100.0 41,288,925 100.0 40,838,544 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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．支払手形及び買掛金 ※5 6,484,633 6,458,453 6,343,665

２．短期借入金 ※2 158,315 193,687 204,383

３．１年以内償還予定社
債

※2 500,000 － －

４．未払法人税等 45,914 52,023 58,026

５．未払軽油・ガス税 655,206 1,053,478 669,856

６．前受金 250,496 539,049 254,330

７．賞与引当金 219,402 217,907 215,777

８．役員賞与引当金 － 20,500 －

９．その他  1,322,477 1,888,072 1,584,653

流動負債合計 9,636,447 23.9 10,423,171 25.2 9,330,692 22.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※2 16,881 5,428 5,081

２．繰延税金負債 565,825 428,597 719,241

３．退職給付引当金 345,441 304,264 319,063

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 1,381,983 3.4 1,188,714 2.9 1,512,849 3.7

負債合計 11,018,431 27.3 11,611,886 28.1 10,843,542 26.5
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   76.776 0.2  － －  80,109 0.2

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,549,682 13.8  － －  5,549,682 13.6

Ⅱ　資本剰余金   5,456,105 13.6  － －  5,456,105 13.4

Ⅲ　利益剰余金   17,067,555 42.4  － －  17,586,001 43.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  1,467,778 3.6  － －  1,692,735 4.1

Ⅴ　自己株式   △351,891 △0.9  － －  △369,632 △0.9

資本合計   29,189,230 72.5  － －  29,914,893 73.3

負債、少数株主持分及
び資本合計

  40,284,438 100.0  － －  40,838,544 100.0

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   － －  5,549,682 13.4  － －

　２　資本剰余金  － －  5,456,209 13.2  － －

　３　利益剰余金   － －  17,698,532 42.9  － －

　４　自己株式   － －  △366,557 △0.9  － －

　　株主資本合計   － －  28,337,867 68.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価

差額金
  － －  1,261,877 3.1  － －

評価・換算差額等合計   － －  1,261,877 3.1  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  77,294 0.2  － －

純資産合計   － －  29,677,039 71.9  － －

負債純資産合計   － －  41,288,925 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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 43,278,450 100.0 47,253,563 100.0 94,228,156 100.0

Ⅱ　売上原価 40,427,526 93.4 44,427,941 94.0 88,199,841 93.6

売上総利益 2,850,924 6.6 2,825,622 6.0 6,028,315 6.4

Ⅲ　役務収益 442,945 1.0 437,204 0.9 957,693 1.0

営業総利益 3,293,869 7.6 3,262,826 6.9 6,986,009 7.4

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※1 2,927,728 6.8 3,006,141 6.4 5,862,051 6.2

営業利益 366,141 0.8 256,684 0.5 1,123,957 1.2

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 52,877 69,668 125,268

２．仕入割引 48,703 59,451 112,979

３．賃貸料 20,409 22,163 40,818

４．報奨金 78,969 81,786 161,541

５．持分法による投資利
益

6,706 30,799 －

６．その他 35,772 243,438 0.6 46,312 310,181 0.7 107,707 548,316 0.6

Ⅵ　営業外費用

１．支払利息 5,837 4,297 12,059

２．売上割引 9,142 14,539 21,226

３．投資固定資産減価償
却費

4,462 4,627 9,581

４．その他 21,372 40,815 0.1 18,924 42,388 0.1 32,933 75,801 0.1

経常利益 568,764 1.3 524,478 1.1 1,596,471 1.7

Ⅶ　特別利益

１．固定資産売却益 ※2 － 403 438

２．貸倒引当金戻入額 44,929 5,000 87,436

３．投資有価証券売却益 199 － 200

４．その他 － 45,129 0.1 － 5,404 0.0 13,000 101,075 0.1

Ⅷ　特別損失

１．固定資産処分損 ※3 4,438 33,332 11,600

２．投資有価証券評価損 4,564 － 4,564

３．会員権評価損 4,508 － 3,158

４．減損損失 ※4 970,891 － 970,891

５．その他 － 984,403 2.3 － 33,332 0.0 － 990,215 1.0

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
税金等調整前中間純
損失（△）

△370,509 △0.9 496,549 1.1 707,332 0.8

法人税、住民税及び
事業税

27,220 23,949 59,432

法人税等調整額 184,893 212,114 0.5 196,275 220,225 0.5 620,804 680,237 0.8

少数株主利益 3,441 0.0 － － 6,774 0.0

少数株主損失 － － 2,814 0.0 － －

中間（当期）純利益
又は中間純損失
（△）

△586,065 △1.4 279,139 0.6 20,320 0.0
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(3) 中間連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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） 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　資本剰余金中間期末（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   17,809,231  17,809,231

Ⅱ　利益剰余金増加高      

　　中間（当期）純利益  － － 20,320 20,320

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　中間（当期）純損失  586,065  －  

２　配当金  111,366  199,309  

３　役員賞与  44,230  44,230  

４　自己株式処分差損  14 741,676 11 243,550

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   17,067,555  17,586,001
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（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 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

5,549,682 5,456,105 17,586,001 △369,632 28,222,157

中間連結会計期間中の変動額      

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   279,139  279,139

自己株式の取得    △1,174 △1,174

自己株式の処分  104  190 295

持分法適用会社の持分変動に
伴う増減

  △38,137 4,058 △34,079

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合
計　               　（千円)

 104 112,530 3,074 115,709

平成18年９月30日　残高　 　　
　

　　（千円）
5,549,682 5,456,209 17,698,532 △366,557 28,337,867

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
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）
1,692,735 1,692,735 80,109 29,995,002

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △87,930

役員賞与（注）    △40,540

中間純利益    279,139

自己株式の取得    △1,174

自己株式の処分    295

持分法適用会社の持分変動に
伴う増減

   △34,079

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

△430,858 △430,858 △2,814 △433,672

中間連結会計期間中の変動額合
計　               　（千円)

△430,858 △430,858 △2,814 △317,963

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,261,877 1,261,877 77,294 29,677,039

　（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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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要
約連結キャッシュ・
フロー計算書

(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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

税金等調整前中間（当期）純
利益又は税金等調整前中間純
損失（△）

△370,509 496,549 707,332

減価償却費 123,621 126,830 262,380

減損損失 970,891 － 970,891

長期前払費用の償却・除却 4,839 8,178 9,936

連結調整勘定償却額 20,470 － 40,941

のれん償却額 － 28,938 －

持分法による投資利益 △6,706 △30,799 3,156

投資有価証券売却損益 △199 － △200

投資有価証券等評価損 4,564 － 4,564

会員権評価損 4,508 － 3,158

役員退職慰労引当金の増減額 △30,783 △16,975 △11,470

賞与引当金の増減額 △24,045 2,129 △27,670

退職給付引当金の増減額 6,570 △14,799 △19,806

役員賞与引当金の増減額 － 20,500 －

貸倒引当金の増減額 △208,857 △7,822 △245,598

受取利息及び受取配当金 △52,877 △69,668 △125,268

支払利息 5,837 4,297 12,059

固定資産売却損益 210 1,873 1,682

売上債権の増減額 1,080,731 729,530 △1,729,304

たな卸資産の増減額 703,376 △57,298 723,421

営業保証金の増減額 △21,825 △2,621 △81,381

その他流動資産の増減額 △161,366 △466,093 △161,238

投資その他の資産の増減額 184,505 20,356 198,239

仕入債務の増減額 △406,735 109,590 △547,252

その他流動負債の増減額 △79,354 916,673 197,001

役員賞与の支払額 △44,230 △40,540 △44,230

その他 △42,520 57,551 △35,257

小計 1,660,117 1,816,381 106,086

利息及び配当金の受取額 38,934 54,346 123,528

利息の支払額 △4,733 △3,157 △11,466

法人税等の支払額 △491,594 △32,500 △516,512

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

1,202,722 1,835,070 △298,364

－ 13 －



前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要
約連結キャッシュ・
フロー計算書

(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） 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 △1,803 △471,803 △3,306

定期預金の払戻による収入 － 30,000 －

投資有価証券の取得による支
出

△415,737 △202,781 △1,117,311

投資有価証券の売却による収
入

300 － 300

貸付けによる支出 △4,500 △6,500 △112,238

貸付金の回収による収入 17,050 20,755 34,802

有形・無形固定資産取得にか
かる支出

△298,043 △258,609 △626,163

有形・無形固定資産売却にか
かる収入

4,305 45,499 5,433

その他 △22,569 2,862 △30,849

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△720,997 △840,575 △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 10,743 － 69,396

短期借入金の返済による支出 △49,887 △10,396 △54,887

長期借入れによる収入 3,500 1,200 3,500

長期借入金の返済による支出 △6,100 △1,153 △25,484

社債の償還による支出 － － △500,000

配当金の支払額 △111,551 △88,160 △199,562

少数株主への配当金の支払額 △400 － △400

自己株式の取得による支出 △1,565 △1,174 △3,984

自己株式の売却による収入 2,645 295 2,652

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△152,615 △99,389 △708,771

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 329,109 895,105 △2,856,468

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 7,254,989 4,398,520 7,254,989

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

7,584,099 5,293,626 4,398,520
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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㈱

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㈱

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

㈱

同左 同左

３．連結子会社の（中間）

決算日等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致してお

ります。

同左 　連結子会社の決算日は連結

決算日と一致しております。

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

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。

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

同左

(イ)有価証券

　満期保有目的の債券

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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。

(ロ)たな卸資産

　　　　同左

(ロ)たな卸資産

　　　　同左

(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

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

(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

(ロ)賞与引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ハ)　　────── (ハ)役員賞与引当金

　提出会社は、役員賞与の

支出に備えて、当連結会計

年度における支給見込額の

当中間連結会計期間負担額

を計上しております。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間よ

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、

経常利益及び税金等調整

前中間純利益は、それぞ

れ20,500千円減少してお

ります。

　なお、セグメント情報に

与える影響は、当該箇所に

記載しております。

(ハ)　　──────

(ニ)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、

当中間連結会計期間末にお

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

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)退職給付引当金

同左

(ニ)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。

(ホ)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

く中間会計期間末要支給額

を計上しております。

(ホ)役員退職慰労引当金

同左

(ホ)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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）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 同左

(5）その他中間連結財

務諸表（連結財務

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

消費税等の会計処理

同左

法人税等の計算方法

　中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定

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、当中間連結会計期間に

係る金額を計算しております。

法人税等の計算方法

　中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定

している圧縮記帳積立金の取

崩しを前提として、当中間連

結会計期間に係る金額を計算

しております。

       ──────

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（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 同左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）

  当中間連結会計期間より、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、税金等調整前中間純

損失は970,891千円増加しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

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。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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29,599,744千円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

  固定負債「繰延税金負債」は、前中間連結会計期間末

まで「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

連結会計期間末において、金額的重要性が増したため、

区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の固定負債「繰延税金負

債」の金額は20,146千円であります。

──────

────── （中間連結貸借対照表）

  当中間連結会計期間より、連結調整勘定及び営業権を

「のれん」として表示しております。

　なお、前中間連結会計期間において、営業権は、中間

連結貸借対照表の無形固定資産「その他」に31,975千円

含まれております。

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

  当中間連結会計期間より、連結調整勘定及び営業権を

「のれん」として表示したことに伴い、営業活動による

キャッシュ・フローの連結調整勘定償却額を「のれん償

却額」として表示しております。

　なお、前中間連結会計期間において、営業権償却額は、

減価償却費に11,467千円含まれております。

－ 20 －



注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計

額

  5,056,387千円

投資固定資産の減価償却累計

額

276,526

計 5,332,914

※１．有形固定資産の減価償却累計

額

 4,996,786千円

投資固定資産の減価償却累計

額

286,273

計 5,283,059

※１．有形固定資産の減価償却累計

額

 5,094,173千円

投資固定資産の減価償却累計

額

281,646

計 5,375,819

※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    75,280千円

建物 19,602

土地 39,735

計 134,618

預金    75,287千円

建物 5,816

土地 11,738

計 92,841

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。

　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    36,583千円

１年以内償還予

定社債

500,000

長期借入金 4,151

割引手形 93,305

計 634,039

短期借入金    36,283千円

長期借入金 3,407

計 39,691

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

9,665千円は、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1,051,000千円及び投資有価証

券12,350千円は、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．偶発債務 　３．偶発債務 　３．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。

　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。

　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   89,690千円

三宅運輸㈱ 1,440

計 91,130

㈱青山石油    79,010千円

計 79,010

㈱青山石油    84,350千円

計 84,350

　４．受取手形割引高は、次のとおり

であります。

　４．受取手形割引高は、次のとおり

であります。

　４．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  202,676千円 受取手形割引高 72,525千円 受取手形割引高    98,085千円
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※５．　　────── ※５．中間連結会計期間末日満期手形

の処理

　中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、当中

間連結会計期間の末日が金融機

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。

　当中間連結会計期間末日満期

手形の金額は、次のとおりであ

ります。

※５．　　──────

受取手形   649,219千円

支払手形  492,747千円

受取手形割引高  350千円

　６．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。

　６．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。

　６．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。

当座貸越極度額及び特定融資枠

契約の総額

1,140,000千円

当中間連結会計期間末借入残高

   43,000千円

当中間連結会計期間末未使用枠

残高

1,097,000千円

当座貸越極度額及び特定融資枠

契約の総額

1,220,000千円

当中間連結会計期間末借入残高

  107,000千円

当中間連結会計期間末未使用枠

残高

1,113,000千円

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
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

※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  1,262,160千円

賞与引当金繰入

額
219,402

退職給付費用 84,852

役員退職慰労引

当金繰入額
26,477

人件費  1,271,831千円

賞与引当金繰入

額
217,907

役員賞与引当金

繰入額
20,500

貸倒引当金繰入

額
21,834

退職給付費用 62,187

役員退職慰労引

当金繰入額
20,415

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．　　　──────　 ※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。

機械装置及び運

搬具
      403千円

計 403

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。

※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 (1）固定資産除却損

建物及び構築物    2,169千円

機械装置及び運搬

具
1,886

工具器具及び備品 164

土地 8

計 4,228

建物及び構築物   17,938千円

機械装置及び運搬

具
12,615

工具器具及び備品 502

計 31,055

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 (2）固定資産売却損

建物及び構築物    16千円

機械装置及び運搬

具
194

計 210

機械装置及び運搬

具
     211千円

土地 2,065

計 2,276

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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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※４．減損損失

　当中間連結会計期間において、

当社グループ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

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。

※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

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。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 24,053 － － 24,053

合計 24,053 － － 24,053

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 842 1 11 832

合計 842 1 11 832

 （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11千株は、単元未満株式の買増請求による減少０千株、持分法適用会社が

所有する自己株式（当社株式）の持分割合減少による当社帰属分の減少11千株であります。

　２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 87,930 3.75  平成18年３月31日  平成18年６月30日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月24日

取締役会
普通株式 87,926 利益剰余金 3.75  平成18年９月30日  平成18年12月11日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残

高と中間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中間期末残

高と中間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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定  8,301,679千円

担保提供又は預入

期間が３か月を超

える定期預金

△717,580

現金及び現金同等

物
7,584,099

現金及び預金勘定  6,454,513千円

担保提供又は預入

期間が３か月を超

える定期預金

△1,160,887

現金及び現金同等

物
5,293,626

現金及び預金勘定 5,117,604千円

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による開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 1,116,363 3,587,371 2,471,007 1,320,729 3,445,101 2,124,372 1,217,938 4,067,660 2,849,722

(2）債券

国債・

地方債

等

－ － － － － － － － －

社債 － － － － － － － － －

その他 － － － － － － － － －

合計 1,116,363 3,587,371 2,471,007 1,320,729 3,445,101 2,124,372 1,217,938 4,067,660 2,849,722

　（注）　当中間連結会計期間末において、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。

　        減損処理にあたっては、中間連結会計期間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．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

(1）満期保有目的の債券

　　社債 199,910 299,921 199,920

　　非上場外国債券 100,000 700,000 700,000

(2）その他有価証券 

　　非上場株式 18,726 18,726 18,726

　（注）　当中間連結会計期間末において、時価評価されていない有価証券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。

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日

　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（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。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
26,501,440 15,883,044 1,336,910 43,721,396 － 43,721,396

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,770 － 301 6,071 (6,071) －

計 26,507,210 15,883,044 1,337,212 43,727,467 (6,071) 43,721,396

営業費用 26,299,873 15,748,953 1,312,499 43,361,326 (6,071) 43,355,254

営業利益

（△は営業損失）
207,337 134,090 24,712 366,141 (0) 366,141

　（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。
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　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
31,269,955 15,891,423 529,389 47,690,767 － 47,690,767

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,794 374 0 6,170 (6,170) －

計 31,275,749 15,891,798 529,390 47,696,937 (6,170) 47,690,767

営業費用 31,157,577 15,744,739 537,936 47,440,253 (6,170) 47,434,083

営業利益

（△は営業損失）
118,172 147,058 △8,546 256,684 (△0) 256,684

　（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．会計方針の変更（当中間連結会計期間）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)(ハ)に記載のとおり、当中間連結会計期

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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業費用は、「エネルギー関連」14,883千円、「建設

資材関連」4,735千円、「その他」881千円増加し、営業利益が同額減少しております。
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　前連結会計年度（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）

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

　（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。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（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

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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  1,257.34円

１株当たり中間純損失

金額
   25.25円

１株当たり純資産額   1,274.66円

１株当たり中間純利益

金額
    12.03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

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。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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）
△586,065 279,139 20,320

　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）

△586,065 279,139 △20,219

　期中平均株式数（株） 23,213,455 23,211,159 23,213,389

    

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。

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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