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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 210,273 ― 3,634 ― 3,808 ― 2,049 ―

20年3月期第1四半期 185,079 9.6 959 9.9 1,039 12.6 373 60.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 27.15 ―

20年3月期第1四半期 4.95 4.78

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

21年3月期第1四半期 198,105 54,963 27.3 717.88
20年3月期 187,555 52,433 27.6 684.22

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  54,203百万円 20年3月期  51,663百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 470,000 ― 4,500 ― 4,800 ― 2,500 ― 33.11
通期 900,000 4.4 7,500 △0.5 7,500 0.6 3,500 6.1 46.35

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては、２ページに記載の【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性
的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  76,061,923株 20年3月期  76,061,923株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  556,270株 20年3月期  554,460株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  75,506,066株 20年3月期第1四半期  75,518,995株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原材料価格高の影響などから減速し、景気の先行きが懸念さ

れる状況となった。 

  石油業界においては、揮発油税暫定税率が一時廃止されたものの、石油製品の価格が原油価格高騰にともない大

幅に上昇したことなどから、燃料油の需要は減少した。 

  こうしたなかで、当社グループは、仕入価格上昇分の価格転嫁など業績の向上に努めた。 

     その結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、販売価格の上昇などにより前年同期比

13.6％増の2,102 億73百万円となった。また、棚卸資産の在庫評価の影響などにより、営業利益は前年同期比

278.7％増の36億34百万円、経常利益は前年同期比266.3％増の38億８百万円、四半期純利益は前年同期比448.3％増

の20億49百万円となった。 

  

     事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。 

石油関連事業における売上高は前年同期比13.3％増の1,924億64百万円となり、営業利益は前年同期比604.4％増の

31億93百万円となった。 

  ガス関連事業における売上高は前年同期比20.0％増の152億50百万円となり、営業利益は前年同期比5.4％減の４億

30百万円となった。 

  航空関連事業他における売上高は前年同期比3.7％増の25億58百万円となり、営業利益は前年同期比0.1％増の５億

26百万円となった。 

  

     なお、平成20年７月１日付で國際油化株式会社の全株式を取得している。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債、純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金が増加したことなどから前連結会計年度末より

105億49百万円増加し、1,981億５百万円となった。 

 負債は、短期借入金が増加したことなどから前連結会計年度末より80億19百万円増加し、1,431億41百円とな

った。 

 純資産は、利益剰余金が増加したことなどから前連結会計年度末より25億29百万円増加し、549億63百万円と

なった。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の27.6％から27.3％となった。 

  （２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より134億９百万円増

加し、310億21百万円となった。 

    （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は６億11百万円となった。これは主に、税金等調整前第１四半期純利益の計上

によるものである。なお、獲得した資金は前年同期比20億10百万円減少している。 

    （投資活動によるキャッシユ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は９億37百万円となった。これは主に、有形固定資産を取得したことによるも

のである。なお、使用した資金は前年同期比80百万円減少している。 

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果137億34百万円の資金の獲得となった。これは主に、短期借入を実施したことによるもので

ある。なお、前年同期は11億61百万円の資金の使用である。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の連結業績が順調であったことから、平成20年５月13日に公表いたしました連結業績予想を修正い

たしております。修正の内容につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、通期の業績予想につきましては、今後の需要動向や市況などの変動要因があるため、現時点では前回公表

いたしました業績予想を修正しておりません。 



  

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項なし。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

ている。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（四半期財務諸表に関する会計基準）  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用している。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成している。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣

府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結

財務諸表規則に基づいて作成している。 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用している。これに伴い、棚卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく原価法によってい

たが、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定している。 

 この結果、損益に与える影響は軽微である。 

（工事契約に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）お

よび「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用して

いる。（平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用することができることになったため。）これ

に伴い、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準によっていたが、当第１四半期連結会

計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用している。 

 この結果、従来の方法に比べ、売上総利益、営業利益および経常利益が15百万円、税金等調整前第１四半期純

利益が27百万円（過年度工事利益12百万円（過年度工事収益１億76百万円、過年度工事原価１億63百万円）につ

いては特別利益の「その他」に計上）それぞれ増加している。 

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いる。 

（リース取引に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 （平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号 （平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））を適用している。（平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適

用することができることになったため。）これに伴い、リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっていたが、通常の売買取引に係る会計処理によっている。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。 

 この結果、損益に与える影響はない。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用している。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,176 18,747

受取手形及び売掛金 61,330 66,639

有価証券 20 40

商品及び製品 8,702 7,190

仕掛品 303 358

原材料及び貯蔵品 180 151

その他 1,836 1,723

貸倒引当金 △241 △235

流動資産合計 104,309 94,614

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 52,878 52,651

減価償却累計額 △30,191 △29,725

建物及び構築物（純額） 22,687 22,925

機械装置及び運搬具 26,462 26,386

減価償却累計額 △18,701 △18,437

機械装置及び運搬具（純額） 7,760 7,949

土地 23,955 23,972

その他 4,867 4,398

減価償却累計額 △2,506 △2,445

その他（純額） 2,361 1,953

有形固定資産合計 56,765 56,800

無形固定資産   

のれん 8,800 8,795

その他 1,209 1,284

無形固定資産合計 10,009 10,079

投資その他の資産   

投資有価証券 23,382 22,263

その他 3,844 3,984

貸倒引当金 △769 △839

投資その他の資産合計 26,457 25,408

固定資産合計 93,232 92,288

繰延資産   

開発費 562 651

繰延資産合計 562 651

資産合計 198,105 187,555



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 61,285 67,015

短期借入金 19,269 4,385

1年内返済予定の長期借入金 5,336 5,461

1年内償還予定の社債 1,000 1,000

未払法人税等 1,437 2,588

賞与引当金 760 1,461

役員賞与引当金 19 82

工事損失引当金 36 36

その他 8,941 8,324

流動負債合計 98,086 90,356

固定負債   

社債 11,150 11,150

長期借入金 16,822 17,467

退職給付引当金 3,425 3,506

役員退職慰労引当金 409 416

特別修繕引当金 357 349

訴訟損失引当金 290 290

その他 12,599 11,585

固定負債合計 45,054 44,764

負債合計 143,141 135,121

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,127 10,127

資本剰余金 7,668 7,668

利益剰余金 34,038 32,366

自己株式 △183 △182

株主資本合計 51,650 49,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,043 2,368

繰延ヘッジ損益 222 28

土地再評価差額金 △712 △712

評価・換算差額等合計 2,553 1,684

少数株主持分 759 770

純資産合計 54,963 52,433

負債純資産合計 198,105 187,555



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  

商品売上高 210,027

工事売上高 246

売上高合計 210,273

売上原価  

商品売上原価 196,811

工事売上原価 171

売上原価合計 196,982

売上総利益 13,291

販売費及び一般管理費 9,656

営業利益 3,634

営業外収益  

受取利息 117

受取配当金 169

投資有価証券売却益 67

その他 160

営業外収益合計 515

営業外費用  

支払利息 266

その他 74

営業外費用合計 341

経常利益 3,808

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 0

その他 12

特別利益合計 13

特別損失  

固定資産除売却損 129

特別損失合計 129

税金等調整前四半期純利益 3,692

法人税、住民税及び事業税 1,368

法人税等調整額 282

法人税等合計 1,650

少数株主損失（△） △7

四半期純利益 2,049



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 3,692

減価償却費 1,162

のれん償却額 251

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63

賞与引当金の増減額（△は減少） △700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △62

退職給付引当金の増減額（△は減少） △80

受取利息及び受取配当金 △287

支払利息 266

有形固定資産売却益 △0

有形固定資産除却損及び売却損 57

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △67

売上債権の増減額（△は増加） 5,308

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,486

その他の流動資産の増減額（△は増加） △237

仕入債務の増減額（△は減少） △5,730

その他の流動負債の増減額（△は減少） 621

その他 459

小計 3,102

利息及び配当金の受取額 288

利息の支払額 △290

法人税等の支払額 △2,488

営業活動によるキャッシュ・フロー 611

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △29

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 104

有形固定資産の取得による支出 △785

有形固定資産の売却による収入 34

無形固定資産の取得による支出 △367

その他 107

投資活動によるキャッシュ・フロー △937

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 14,883

長期借入れによる収入 150

長期借入金の返済による支出 △920

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △377

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,409

現金及び現金同等物の期首残高 17,612

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,021



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用している。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成している。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸

表規則に基づいて作成している。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項なし。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、商品および役務の種類、販売経路の類似性等を勘案し区分している。 

２．各事業区分の主要製品又は事業内容 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当第１四半期連結会計期間５億61

百万円であり、その主なものは当社本社の総務・情報システム部門等の管理部門に係る費用である。 

４．四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より工事契約に関する会計基準を適用している。 

  この結果、従来の方法に比べ売上高が「航空関連事業他」で２億１百万円増加し、営業利益が15百万円増

加している。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 当第１四半期連結会計期間における本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないた

め、該当事項はない。 

ｃ．海外売上高 

 当第１四半期連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はない。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項なし。 

 
石油関連事
業 
（百万円） 

ガス関連事
業(百万円) 

航空関連事
業他 
（百万円） 

計(百万円) 
消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 192,464 15,250 2,558 210,273 － 210,273 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
374 6 284 664 △664 － 

計 192,839 15,256 2,842 210,938 △664 210,273 

営業利益 3,193 430 526 4,149 △515 3,634 

事業区分 主要製品又は事業内容 

石油関連事業 
揮発油・灯油・軽油・重油等石油製品の販売・保管・出荷、化学製品

の製造・販売 

ガス関連事業 ＬＰガスの販売、天然ガスの販売、都市ガスの販売、ガス機器の販売 

航空関連事業他 
航空燃料の保管・給油、金属表面処理、建物付帯設備の請負工事、不

動産賃貸他 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 185,079 

１．商品売上高 185,000 

２．完成工事高 79 

Ⅱ 売上原価 174,569 

１．商品売上原価 174,517 

２．完成工事原価 52 

売上総利益 10,509 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,550 

営業利益 959 

Ⅳ 営業外収益 400 

１．受取利息 127 

２．受取配当金 137 

３．投資有価証券売却益 63 

４．その他 71 

Ⅴ 営業外費用 321 

１．支払利息 287 

２．その他 33 

経常利益 1,039 

Ⅵ 特別利益 41 

１．固定資産売却益 6 

２．貸倒引当金戻入額  35 

Ⅶ 特別損失 80 

１．固定資産除却損及び
売却損 80 

税金等調整前第１四半期純
利益 1,001 

法人税、住民税及び事業税 202 

法人税等調整額 446 

少数株主損失 21 

第１四半期純利益 373 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前第１四半期
純利益 1,001 

減価償却費  1,122 

のれん償却額  217 

貸倒引当金の増減額  △45 

賞与引当金の増減額  △928 

役員賞与引当金の増減額  △15 

退職給付引当金の増減額  △221 

受取利息及び受取配当金  △265 

支払利息  287 

有形固定資産売却益  △6 

有形固定資産除却損及び
売却損  41 

投資有価証券売却益  △63 

売上債権の増減額  7,536 

棚卸資産の増減額  △1,973 

その他流動資産の増減額  △168 

仕入債務の増減額  △3,435 

その他流動負債の増減額  2,027 

その他  △147 

小計 4,961 

利息及び配当金の受取額  267 

利息の支払額  △303 

法人税等の支払額  △2,302 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 2,622 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

投資有価証券の取得によ
る支出  

△860 

投資有価証券の売却によ
る収入  851 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△993 

有形固定資産売却による
収入  21 

無形固定資産の取得によ
る支出  

△65 

その他  29 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,017 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の純増減額  34 

長期借入金の返済による
支出  

△690 

自己株式の取得及び売却
額  

△1 

少数株主への配当金の支
払  

△12 

配当金の支払  △490 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,161 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額 443 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 37,636 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 38,079 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、商品および役務の種類、販売経路の類似性等を勘案し区分している。 

２．各事業区分の主要製品又は事業内容 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前第１四半期連結会計期間５億８

百万円であり、その主なものは提出会社本社の総務・情報システム部門等の管理部門に係る費用である。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前第１四半期連結会計期間における本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないた

め、該当事項はない。 

ｃ．海外売上高 

 前第１四半期連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はない。 

 
石油関連事
業 
(百万円) 

ガス関連事
業(百万円) 

航空関連事
業他 
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は全
社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 169,898 12,712 2,467 185,079 － 185,079 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
336 7 157 501 △501 － 

計 170,235 12,720 2,625 185,580 △501 185,079 

営業費用 169,781 12,265 2,099 184,146 △26 184,119 

営業利益 453 454 525 1,434 △474 959 

事業区分 主要製品又は事業内容 

石油関連事業 
揮発油・灯油・軽油・重油等石油製品の販売・保管・出荷、化学製品

の製造・販売 

ガス関連事業 ＬＰガスの販売、天然ガスの販売、都市ガスの販売、ガス機器の販売 

航空関連事業他 
航空燃料の保管・給油、金属表面処理、建物付帯設備の請負工事、不

動産賃貸他 
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