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（修正）「平成 20 年 3 月期決算短信（非連結）」の一部修正について 
 

   平成 20 年 5 月 29 日付で開示しました「平成 20 年 3 月期 決算短信（非連結）」について、修

正すべき事項が生じましたのでお知らせいたします。なお、修正内容につきましては下記のとお

りであります。 

 

記 

 

修正の理由 

特別損失「大量退職に伴う退職給付費用」が 45,654 千円、追加発生いたしました。 

修正の理由としましては、ホームセンター事業の事業譲渡の損益に関して、決算発表時に、

当社が認識していなかった「大量退職に伴う厚生年金基金特別掛金」が発生することが判明し

ましたので、決算数値の修正を行うことといたしました。 

この修正に伴い、税引前当期純損失 934,459 千円を 980,114 千円に、当期純損失 944,820 千

円を 990,475 千円に修正いたします。 

 

  修正箇所の項目は下記の一覧表で、別紙に修正箇所のみ太字、下線で表示しております。 

 

（修正箇所一覧）          （修正ページ）     （別紙） 

サマリー情報              Ｐ１        Ｐ２、３ 

１. 経営成績 

（１）経営成績に関する分析     Ｐ３        Ｐ4 

（２）財政状態に関する分析     Ｐ５        Ｐ５ 

 キャッシュ．フロー関連指標の推移 Ｐ６        Ｐ６ 

 ４.財務諸表 

   （１）貸借対照表          Ｐ１３、１４    Ｐ７、８ 

   （２）損益計算書          Ｐ１６       Ｐ９ 

   （３）株主資本等変動計算書     Ｐ１８       Ｐ１０，１１ 

   （４）キャッシュ・フロー計算書   Ｐ１９       Ｐ１２ 

   （５）継続企業の前提に重要な疑義を 

      抱かせる事象又は状況     Ｐ２０       Ｐ１３ 

（税効果会計関係）            Ｐ３７       Ｐ１４ 

（退職給付関係）             Ｐ３８       Ｐ１５ 

（１株当り情報）             Ｐ４２       Ｐ１６ 
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1. ２０年３月期の業績（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日） 

(1) 経営成績 
【修正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

２０年３月期 15,124 (△15.3) △508 (－) △546 (－) △944 (－) 
１９年３月期 17,850 (△12.9) △13 (－) △65 (－) 92 (－) 

 

 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

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
    経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
２０年３月期 △125 29 － －  △46.6   △7.8   △3.4   
１９年３月期 12 22 － － 3.6   △0.7   △0.1    
(参考) 持分法投資損益 20 年 3 月期 ― 百万円 19 年 3 月期 ―  百万円

【修正後】 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
２０年３月期 15,124 (△15.3) △508 (－) △546 (－) △990 (－) 
１９年３月期 17,850 (△12.9) △13 (－) △65 (－) 92 (－) 

 

 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

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
    経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
２０年３月期 △131 34 － －  △49.4   △7.8   △3.4   
１９年３月期 12 22 － － 3.6   △0.7   △0.1    
(参考) 持分法投資損益 20 年 3 月期 ― 百万円 19 年 3 月期 ―  百万円

 
(2) 財政状態 
【修正前】 

 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

２０年３月期 5,973    1,541   25.8   204  48   
１９年３月期 8,011    2,515   31.4    333   46    
(参考) 自己資本 20 年 3 月期 1,541 百万円 19 年 3 月期 2,515 百万円

 【修正後】 
 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
２０年３月期 5,973    1,496   25.1   198  43   
１９年３月期 8,011    2,515   31.4    333   46    
(参考) 自己資本 20 年 3 月期 1,541 百万円 19 年 3 月期 2,515 百万円
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１ 経営成績 Ｐ３ 
 

修正前 

 (1) 経営成績に関する分析 

1.当期の経営成績  

 当会計年度におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調で推移したものの、年度末になり原油を始めとする原材料の価格高

騰や米国のサブプライムローン問題による影響などにより、景気の減速感が強まりました。  

 石油業界におきましては、中国など新興国の需要の伸びや商品先物市場の活況を背景として、原油価格は一段と騰勢を強め、

本年に入りドバイ原油が１バーレル当たり 100 ドルを超える史上最高値を更新しました。その結果石油製品価格も大きく上昇し、

消費者の節約志向が定着するなか、大変厳しい事業環境となりました。  

 小売業界におきましては、大手百貨店間の資本提携や業務提携の動きが見られたほか、同業間競争のみならず、他業態との競

争も激しさを増しました。  

  このような状況のなか、当社は「収益の出せる体質づくり」に向けての取り組みとして、石油事業におきましてサービスステ

ーションでは、単に「モノ」だけの提供ではなく、プラス、質の高い「サービス」の提供をいかにシスティマチックに展開させ

るかに注力し、また卸・直販では、自社油槽所をフル活用して小口直販先の開拓や燃料販社への拡販を図りますと共に、石油外

商品の拡充を図ってまいりました。  

 ホームセンター事業につきましては、大型店の出店に伴う競争の激化や業態を超えた競争への対応の遅れなどにより営業損益

の黒字化が見込めないという判断に立ち、ホームセンター事業の継続を断念し、第４四半期中に譲渡いたしました。  

  これらの結果、当期の業績につきましては、売上高は 151 億 24 百万円（前期比 15.3％減）、経常損失は 5億 46 百万円（前期、

経常損失 65 百万円）、当期純損失につきましては事業譲渡に伴う閉店セールの影響などにより9 億 44 百万円（前期、当期純利

益 92 百万円）となりました。  

以下 略 

 

修正後 

 (1) 経営成績に関する分析 

1.当期の経営成績  

 当会計年度におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調で推移したものの、年度末になり原油を始めとする原材料の価格高

騰や米国のサブプライムローン問題による影響などにより、景気の減速感が強まりました。  

 石油業界におきましては、中国など新興国の需要の伸びや商品先物市場の活況を背景として、原油価格は一段と騰勢を強め、

本年に入りドバイ原油が１バーレル当たり 100 ドルを超える史上最高値を更新しました。その結果石油製品価格も大きく上昇し、

消費者の節約志向が定着するなか、大変厳しい事業環境となりました。  

 小売業界におきましては、大手百貨店間の資本提携や業務提携の動きが見られたほか、同業間競争のみならず、他業態との競

争も激しさを増しました。  

  このような状況のなか、当社は「収益の出せる体質づくり」に向けての取り組みとして、石油事業におきましてサービスステ

ーションでは、単に「モノ」だけの提供ではなく、プラス、質の高い「サービス」の提供をいかにシスティマチックに展開させ

るかに注力し、また卸・直販では、自社油槽所をフル活用して小口直販先の開拓や燃料販社への拡販を図りますと共に、石油外

商品の拡充を図ってまいりました。  

 ホームセンター事業につきましては、大型店の出店に伴う競争の激化や業態を超えた競争への対応の遅れなどにより営業損益

の黒字化が見込めないという判断に立ち、ホームセンター事業の継続を断念し、第４四半期中に譲渡いたしました。  

  これらの結果、当期の業績につきましては、売上高は 151 億 24 百万円（前期比 15.3％減）、経常損失は 5億 46 百万円（前期、

経常損失 65 百万円）、当期純損失につきましては事業譲渡に伴う閉店セールの影響などにより9 億 90 百万円（前期、当期純利

益 92 百万円）となりました。  

以下 略 
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(2) 財政状態に関する分析 Ｐ５ 

   修正前 

① 資産、負債および純資産の状況 

 当期は、ホームセンター事業を全て事業譲渡したことにより、総資産は、前期事業年度末（以下「前期末」という）

に比べて、２０億３８百万円（２５.４％）減少し、５９億７３百万円となりました。  

 流動資産は、前期末に比べ７６百万円（３.５％）減少し、２１億２７百万円、固定資産は前期末に比べ１９億６

２百万円（３３.８％）減少し、３８億４５百万円となりました。  

 流動資産についての主な要因は、事業譲渡によりホームセンター事業の棚卸資産、前払費用が減少し、現預金が増

加したことによるものであります。固定資産についての主な要因は、事業譲渡による有形固定資産、差入保証金の減

少によるものであります。  

 また負債は、前期末に比べ１０億６５百万円（１９.４％）減少し４４億３１百万円となりました。  

 流動負債は、前期末に比べ８億１３百万円（２２.２％）減少し２８億５３百万円、固定負債は、前期末に比べ２

億５１百万円（１３.８％）減少し１５億７７百万円となりました。  

 流動負債減少の主な要因は、買掛金、短期借入金および一年以内返済予定長期借入金、未払金が減少したことによ

るものであります。  

 なお、有利子負債は、前期末に比べ４億６百万円（１３.４％）減少し２６億４２百万円となりました。  

 その増減の内訳としては、短期借入金は２億５６百万円（１１.７％）の減少、長期借入金（一年以内返済予定長

期借入金含む）は、１億１２百万円（１４.０％）の減少となり財務面での改善を進めております。  

 純資産につきましては、前期末に比べ９億１８百万円（３８.７％）減少し１５億４１百万円となりました。 

以下 略 

修正後  

①資産、負債および純資産の状況 

 当期は、ホームセンター事業を全て事業譲渡したことにより、総資産は、前期事業年度末（以下「前期末」という）に

比べて、２０億３８百万円（２５.４％）減少し、５９億７３百万円となりました。  

 流動資産は、前期末に比べ７６百万円（３.５％）減少し、２１億２７百万円、固定資産は前期末に比べ１９億６２百万

円（３３.８％）減少し、３８億４５百万円となりました。  

 流動資産についての主な要因は、事業譲渡によりホームセンター事業の棚卸資産、前払費用が減少し、現預金が増加し

たことによるものであります。固定資産についての主な要因は、事業譲渡による有形固定資産、差入保証金の減少による

ものであります。  

 また負債は、前期末に比べ１０億１９百万円（１８.６％）減少し４４億７６百万円となりました。  

 流動負債は、前期末に比べ７億６８百万円（２０.９％）減少し２８億９９百万円、固定負債は、前期末に比べ２億５１

百万円（１３.８％）減少し１５億７７百万円となりました。  

 流動負債減少の主な要因は、買掛金、短期借入金および一年以内返済予定長期借入金、未払金が減少したことによるも

のであります。  

 なお、有利子負債は、前期末に比べ４億６百万円（１３.４％）減少し２６億４２百万円となりました。  

 その増減の内訳としては、短期借入金は２億５６百万円（１１.７％）の減少、長期借入金（一年以内返済予定長期借入

金含む）は、１億１２百万円（１４.０％）の減少となり財務面での改善を進めております。  

 純資産につきましては、前期末に比べ１０億１８百万円（３０.７％）減少し１４億９６百万円となりました。 

以下 略  
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 Ｐ６ 

修正前 
 平成 16 年 3 月期平成 17 年 3 月期平成 18 年 3 月期平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

自己資本比率  ―  ―  ―  31.4 25.９

時価ベースの自己資本比率 ―  ―  ―  12.0 8.8

キャッシュ・フロー対有利子 
    負債比率 ―  ―  ―  △34.6 △2.5

インタレスト・カバレッジ・ 
    レシオ ―  ―  ―  △0.5 △6.2

 

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

修正後 

 平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

自己資本比率  ―  ―  ―  31.4 25.1

時価ベースの自己資本比率 ―  ―  ―  12.0 8.8

キャッシュ・フロー対有利子 

    負債比率 
―  ―  ―  △34.6 △2.5

インタレスト・カバレッジ・ 

    レシオ 
―  ―  ―  △0.5 △6.2
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４ 財務諸表 
貸借対照表 Ｐ１３ 

 
（資産の部） 

     以下 略 
                                    修正前             修正後 

  当事業年度 
(平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 
(平成 20 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 買掛金 ※２ 438,933 438,933  

 ２ 短期借入金 ※２ 1,930,288 1,930,288  

 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金 ※２ 271,976 271,976  

 ４ 未払金  96,080 141,735  

 ５ 未払費用  20 20  

 ６ 未払法人税等  19,469 19,469  

 ７ 未払消費税等  23,669 23,669  

 ８ 前受金  28,484 28,484  

 ９ 預り金  34,398 34,398  

 10 前受収益  ― ―  

  11 事業譲渡損失引当金  10,000 10,000  

 12 その他  179 179  

   流動負債合計  2,853,500 47.8 2,899,155 48.5

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 ※２ 420,078 420,078  

 ２ 繰延税金負債  ― ―  

 ３ 再評価に係る 
   繰延税金負債 ※１ 668,016 668,016  

 ４ 退職給付引当金  70,974 70,974  

 ５ 役員退職慰労引当金  183,087 183,087  

 ６ 預り保証金  217,998 217,998  

 ７ その他  17,491 17,491  

   固定負債合計  1,577,646 26.4 1,577,646 26.4 

   負債合計  4,431,146 74.2 4,476,801 74.9
   

 

 6



 
 

 貸借対照表 Ｐ１４ 
                    修正前           修正後 

  当事業年度 
(平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 
(平成 20 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 
(％) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  1,579,926 26.4 1,579,926 26.4 

 ２ 資本剰余金    

   資本準備金  1,091,314 1,091,314   

   資本剰余金合計  1,091,314 18.3 1,091,314 18.3 

 ３ 利益剰余金    

   その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金  △1,208,930 △1,254,585   

   利益剰余金合計  △1,208,930 △20.2 △1,254,585 △21.0

 ４ 自己株式  △2,494 △0.0 △2,494 △0.0 

   株主資本合計  1,459,815 24.5 1,414,160 23.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 
   差額金  △14,168 △0.2 △14,168 △0.2 

 ２ 繰延ヘッジ損益  ― ― ― ― 

 ３ 土地再評価差額金  96,242 1.6 96,242 1.6 

   評価・換算差額等合計  82,073 1.4 82,073 1.4 

   純資産合計  1,541,889 25.9 1,496,234 25.1

   負債純資産合計  5,973,036 100.0 5,973,036 100.0 
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(2) 損益計算書 Ｐ１６ 
                                                修正前            修正後 

  
前事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 20 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   

    以下 略   

   

Ⅶ 特別損失   

 １ 事業譲渡損失 ※３ 469,944 469,944  

 ２ 買掛金整理損  271,732 271,732  

 ３ 石油製品価格修正損  162,710 162,710  

 ４ 固定資産除却損 ※４ 10,495 10,495  

 ５ 固定資産売却損 ※５ 6,624 6,624  

 ６ 投資有価証券評価損  24,196 24,196  

 ７ 減損損失 ※６ 22,604 22,604  
 ８ 大量退職に伴う退職  
   給付費用  12,220 57,785  

 ９ その他  9,524 990,054 6.6 9,524 1,035,709 6.8
   税引前当期純利益又は 
   税引前当期純損失(△)  △934,459 △6.2 △980,114 △6.5

   法人税、住民税及び事業 
   税  16,000 16,000  

   法人税等調整額  △5,638 10,361 0.1 △5,638 10,361 0.1 
   当期純利益又は 
   当期純損失(△)  △944,820 △6.2 △990,475 △6.5
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( 3) 株主資本等変動計算書 Ｐ１８ 
当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

修正前 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金 利益準備金

固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 1,579,926 1,091,314 ─ ─ ─ △272,326 △272,326 △2,242 2,396,671

事業年度中の変動額    

 当期純損失  △944,820 △944,820 ― △944,820

 自己株式の取得    △251 △251

 土地再評価差額金の取崩額  8,216 8,216 8,216

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)     

事業年度の変動額合計(千円) ― ― ― ― ― △936,604 △936,604 △251 △936,856

平成 20 年３月 31 日残高(千円) 1,579,926 1,091,314 ― ― ― △1,208,930 △1,208,930 △2,494 1,459,815

 
評価・換算差額等 

項目 
その他有価証券 
評価差額金 繰延ヘッジ損失 土地再評価差額金

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 18,480 △4,425 104,458 118,513 2,515,185

事業年度中の変動額  

 当期純利益 ― ― ― △944,820

 自己株式の取得 ― ― ― △251

 土地再評価差額金の取崩額 ― △8,216 △8,216 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △32,649 4,425 ― △28,223 △28,223

事業年度の変動額合計(千円) △32,649 4,425 △8,216 △36,439 △973,296

平成 20 年３月 31 日残高(千円) △14,168 ― 96,242 82,073 1,541,889

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9



 

( 3) 株主資本等変動計算書 Ｐ１８ 
当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

修正後 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金 利益準備金

固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 1,579,926 1,091,314 ─ ─ ─ △272,326 △272,326 △2,242 2,396,671

事業年度中の変動額    

 当期純損失  △990,475 △990,475 ― △990,475

 自己株式の取得    △251 △251

 土地再評価差額金の取崩額  8,216 8,216 8,216

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)    

事業年度の変動額合計(千円) ― ― ― ― ― △982,259 △982,259 △251 △982,511

平成 20 年３月 31 日残高(千円) 1,579,926 1,091,314 ― ― ― △1,254,585 △1,254,585 △2,494 1,414,160

 
評価・換算差額等 

項目 
その他有価証券 
評価差額金 繰延ヘッジ損失 土地再評価差額金

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 18,480 △4,425 104,458 118,513 2,515,185

事業年度中の変動額  

 当期純利益 ― ― ― △990,475

 自己株式の取得 ― ― ― △251

 土地再評価差額金の取崩額 ― △8,216 △8,216 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △32,649 4,425 ― △28,223 △28,223

事業年度の変動額合計(千円) △32,649 4,425 △8,216 △36,439 △1,018,950

平成 20 年３月 31 日残高(千円) △14,168 ― 96,242 82,073 1,496,234
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(4) キャッシュ・フロー計算書 Ｐ１９ 
修正前      修正後 

  
当事業年度 

(自 平成 19 年４月１日

 至 平成20年３月31日)

当事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

 至 平成20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   
 １ 税引前当期純利益（△純損失）  △934,459 △980,114

 ２ 減価償却費  51,509 51,509 

 ３ 減損損失  22,604 22,604 

 ４ 貸倒引当金の増減額  8,000 8,000 

 ５ 退職給付引当金の増減額  △94,934 △94,934 

 ６ 役員退職慰労引当金の増減額  5,487 5,487 

 ７ 受取利息及び受取配当金  △9,982 △9,982 

 ８ 支払利息  83,784 83,784 

 ９ 投資有価証券売却益  ― ― 

 10 有形固定資産売却益  △1,492 △1,492 

 11 有形固定資産売却損  6,624 6,624 

 12 有形固定資産除却損 
 13 投資有価証券評価損 
 14 事業譲渡損益 

 
10,495

24,196

△245,582

10,495 

24,196 

△245,582 

 15 売上債権の増減額  109,911 109,911 

 16 たな卸資産の増減額  848,686 848,686 

 17 仕入債務の増減額 
 18 未払金の増減額 

 
△391,666

△190,796

△391,666 

△145,141

 19 その他  63,909 63,909 

    小計  △633,705 △633,705 

 21 利息及び配当金の受取額  13,127 13,127 

 22 利息の支払額  △86,579 △86,579 

 23 法人税等の支払額  △28,530 △28,530 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △735,396 △735,396 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 有形固定資産の取得による支出  △20,941 △20,941 

 ２ 有形固定資産の売却による収入  23,430 23,430 

 ３ 投資有価証券の取得による支出  △2 △2 

 ４ 投資有価証券の売却による収入  ― ― 

 ５ 差入保証金の差入による支出  △239 △239 

 ６ 差入保証金の返還による収入 
 ７ 貸付金の回収による収入 

 
1,697,833

85,073

1,697,833 

85,073 

  ８ 事業譲渡による収入 ※２ 210,831 210,831 

 ９ その他  △5,393 △5,393 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  1,990,591 1,990,591 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額  △256,304 △256,304 

 ２ 長期借入れによる収入  500,000 500,000 

 ３ 長期借入金の返済による支出  △612,989 △612,989 

 ４ その他  △251 △251 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △369,545 △369,545 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  885,649 885,649 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  251,733 251,733 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,137,382 1,137,382 
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 Ｐ２０ 

修正前                     修正後  
当事業年度 

 （自 平成 19 年 ４月 1日 

     至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

 （自 平成 19 年 ４月 1日 

     至 平成 20 年３月 31 日） 
当社は、平成16年度830,127千円、平成17年度833,402

千円の当期純損失、平成 18 年度 13,985 千円の営業損失、

65,249 千円の経常損失を計上し、また当事業年度におい

ても944,820千円の当期純損失を計上しております。当該

状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

当社は、このような状況を解消し営業損益の黒字化を

達成するために、平成 20 年 3月期を始期とする中期経営

計画を策定し、遂行することにより収益の改善を図って

おります。その一環としてすべてのホームセンター事業

を、ロイヤルホームセンター株式会社へ譲渡いたしまし

た。（平成 20 年 2 月 12 日に 4 店舗、平成 20 年 3 月 12

日に 1店舗） 

従いまして次年度（平成 21 年 3月期）以降は、以下の

施策を遂行することにより営業利益を出せる見込みであ

ります。 

 

＜石油事業＞ 

 

以下 略 

当社は、平成16年度830,127千円、平成17年度833,402

千円の当期純損失、平成 18 年度 13,985 千円の営業損失、

65,249 千円の経常損失を計上し、また当事業年度におい

ても990,475千円の当期純損失を計上しております。当該

状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

当社は、このような状況を解消し営業損益の黒字化を

達成するために、平成 20 年 3月期を始期とする中期経営

計画を策定し、遂行することにより収益の改善を図って

おります。その一環としてすべてのホームセンター事業

を、ロイヤルホームセンター株式会社へ譲渡いたしまし

た。（平成 20 年 2 月 12 日に 4 店舗、平成 20 年 3 月 12

日に 1店舗） 

従いまして次年度（平成 21 年 3月期）以降は、以下の

施策を遂行することにより営業利益を出せる見込みであ

ります。 

 

＜石油事業＞ 

  

以下 略 
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(税効果会計関係) Ｐ３７ 
 修正前                      修正後 
前事業年度 

(平成 19 年３月 31 日) 
当事業年度 

(平成 20 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 

繰延税金資産 

 税務上の繰越欠損金 1,291,252千円

 役員退職慰労引当金 74,516 千円

 貸倒引当金損金算入限度 

 超過額 
24,850 千円

 退職給付引当金損金算入 

 限度超過額 
28,886 千円

 営業権償却損金算入限度 

 超過額 
951 千円

 未払事業所税 3,283 千円

 減損損失 111,945 千円

 投資有価証券評価損 9,847 千円

 その他有価証券評価差額金 5,766 千円

 その他 4,472 千円

繰延税金資産小計 1,555,773千円

評価性引当額 △1,555,773 千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 ― 千円

繰延税金負債合計 ― 千円

繰延税金負債の純額 ― 千円

 

 

以下 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 税務上の繰越欠損金 1,309,833千円

 役員退職慰労引当金 74,516 千円

 貸倒引当金損金算入限度 

 超過額 
24,850 千円

 退職給付引当金損金算入 

 限度超過額 
28,886 千円

 営業権償却損金算入限度 

 超過額 
951 千円

 未払事業所税 3,283 千円

 減損損失 111,945 千円

 投資有価証券評価損 9,847 千円

 その他有価証券評価差額金 5,766 千円

 その他 4,472 千円

繰延税金資産小計 1,574,353千円

評価性引当額 △1,574,353 千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 ― 千円

繰延税金負債合計 ― 千円

繰延税金負債の純額 ― 千円
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(退職給付関係) Ｐ３８ 
                     修正前                       修正後 

当事業年度 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20 年３月 31 日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は確定給付型の制度として、厚生年金制度、適格退

職年金制度（定年退職による退職金の８０％）および退

職一時金制度を採用しております。当社の加入する厚生

年金基金は総合設立方式であり、自社の拠出に対応する

年金資産の額を合理的に計算することができないため、

退職給付に係る会計基準（企業会計審議会：平成 10 年

6月 16 日）注解 12（複数事業制度の企業会計について）

により年金基金への要拠出額を退職給付費用として処

理しております。なお、要拠出金を退職給付費用として

処理している複数事業主制度に関する事項は次の通り

であります。 

 

(1) 制度全体の積立状況（平成 19 年 3月 31 日）  

年金資産の額          115,264,718 千円 

年金財政計算上の給付債務の額  109.163,410 千円 

差引額              6,101,308 千円 

  (2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合    1.73％

 

２ 退職給付債務に関する事項 

  ①退職給付債務                      204,522 千円 

  ②未認識数理計算上の差異           △21,083 千円 

  ③会計基準変更時差異の未処理額        37,386 千円 

  ④年金資産                          117,245 千円

  ⑤退職給付引当金                     70,974 千円 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

  ①勤務費用               26,177 千円  

  ②利息費用                            9,365 千円 

  ③期待運用収益                      △2,368 千円 

  ④数理計算上の差異の費用処理額      △2,644 千円 

  ⑤会計基準変更時差異の費用処理額     21,879 千円 

  ⑥厚生年金基金掛金                   52,306 千円 

   ⑦退職給付費用                      104,715千円 

  (注) 上記金額には、当期、ホームセンター事業の事業

譲渡に伴う大量退職者が発生したため、数理計算上の

差異及び会計基準変更時差異を退職制度の一部終了

に準じた一括処理（特別損失 12,220 千円）を含め

て表示しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は確定給付型の制度として、厚生年金制度、適格退

職年金制度（定年退職による退職金の８０％）および退

職一時金制度を採用しております。当社の加入する厚生

年金基金は総合設立方式であり、自社の拠出に対応する

年金資産の額を合理的に計算することができないため、

退職給付に係る会計基準（企業会計審議会：平成 10 年

6月 16 日）注解 12（複数事業制度の企業会計について）

により年金基金への要拠出額を退職給付費用として処

理しております。なお、要拠出金を退職給付費用として

処理している複数事業主制度に関する事項は次の通り

であります。 

 

  (1) 制度全体の積立状況（平成 19 年 3 月 31 日）  

年金資産の額          115,264,718 千円 

年金財政計算上の給付債務の額  109.163,410 千円 

差引額              6,101,308 千円 

  (2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合    1.73％

 

２ 退職給付債務に関する事項 

  ①退職給付債務                      204,522 千円 

  ②未認識数理計算上の差異           △21,083 千円 

  ③会計基準変更時差異の未処理額        37,386 千円 

  ④年金資産                          117,245 千円

  ⑤退職給付引当金                     70,974 千円 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

  ①勤務費用               26,177 千円  

  ②利息費用                            9,365 千円 

  ③期待運用収益                      △2,368 千円 

  ④数理計算上の差異の費用処理額      △2,644 千円 

  ⑤会計基準変更時差異の費用処理額     21,879 千円 

  ⑥厚生年金基金掛金                   52,306 千円 

   ⑦大量退職に伴う厚生年金基金特別掛金 45,654 千円 

  ⑧退職給付費用                      150,370千円 

  (注) 上記金額には、当期、ホームセンター事業の事業

譲渡に伴う大量退職者が発生したため、数理計算

上の差異及び会計基準変更時差異を退職制度の

一部終了に準じた一括処理（特別損失 12,220

千円）を含めて表示しております。 
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(１株当たり情報) Ｐ４２   
                   修正前                     修正後 

当事業年度 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 204円48銭

１株当たり当期純損失 125円29銭
 

１株当たり純資産額 198円 43銭

１株当たり当期純損失 131円 34銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、1 株当り当期純損失が計上されており、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について

は、1 株当り当期純損失が計上されており、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
修正前            修正後 

項目 
当事業年度 

(平成 20 年３月 31 日) 
当事業年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

純資産の部の合計額(千円) 1,541,889 1,496,234

純資産の部の合計額から控除する金額
(千円) 

― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 1,541,889 1,496,234

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式数(株) 

7,540,369 7,540,369

 
２ １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

修正前           修正後 

項目 
当事業年度 

(自  平成 19 年４月 1 日 
 至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 
 (自 平成 19 年４月  1 日 
 至 平成 20 年３月 31 日) 

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △944,820 △990,475

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円) 

△944,820 △990,475

普通株式の期中平均株式数(株) 7,541,246 7,541,246
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