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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 58,514 ― 1,086 ― 1,101 ― 588 ―

20年3月期第2四半期 43,698 △3.3 79 △19.5 125 △11.9 138 △22.2

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2四半期 6.73 ―

20年3月期第2四半期 1.58 ―

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2四半期 21,114 3,149 14.9 36.04
20年3月期 27,729 2,588 9.3 29.62

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,149百万円 20年3月期  2,588百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 119,000 6.9 1,450 154.5 1,500 136.2 1,000 54.0 11.44

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  

(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．平成20年７月30日に公表いたしました通期の連結業績予想については、本資料において修正しております。 
２．上記の予想はあくまでも本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。なお、上記１．に係る業績予想の具体的修正内容は、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
３．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2四半期  87,439,073株 20年3月期  87,439,073株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  34,645株 20年3月期  32,638株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  87,405,567株 20年3月期第2四半期  87,409,271株







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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,871 7,659

受取手形及び売掛金 13,591 14,999

有価証券 486 －

商品 1,285 1,087

その他 500 485

貸倒引当金 △90 △84

流動資産合計 17,644 24,148

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,415 1,415

その他（純額） 1,457 1,465

有形固定資産合計 2,872 2,880

無形固定資産 61 64

投資その他の資産 535 636

固定資産合計 3,470 3,581

資産合計 21,114 27,729

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,325 19,406

短期借入金 1,571 1,642

未払法人税等 44 47

預り金 1,411 1,314

その他 925 897

流動負債合計 16,278 23,309

固定負債   

長期借入金 758 833

退職給付引当金 462 489

引当金 71 200

負ののれん 4 6

その他 390 301

固定負債合計 1,686 1,831

負債合計 17,965 25,141



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,527 5,527

資本剰余金 2,957 2,957

利益剰余金 △5,321 △5,909

自己株式 △4 △4

株主資本合計 3,159 2,571

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 17

評価・換算差額等合計 △9 17

純資産合計 3,149 2,588

負債純資産合計 21,114 27,729



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 58,514

売上原価 55,676

売上総利益 2,837

販売費及び一般管理費 1,751

営業利益 1,086

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 8

固定資産賃貸料 56

業務受託料 42

負ののれん償却額 2

軽油引取税交付金 26

その他 6

営業外収益合計 149

営業外費用  

支払利息 53

固定資産賃貸費用 18

業務受託費用 36

持分法による投資損失 8

その他 17

営業外費用合計 134

経常利益 1,101

特別利益  

固定資産売却益 16

償却債権取立益 4

特別利益合計 21

特別損失  

有価証券評価損 502

その他 3

特別損失合計 506

税金等調整前四半期純利益 616

法人税、住民税及び事業税 28

法人税等調整額 △0

法人税等合計 28

四半期純利益 588



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 616

減価償却費 172

負ののれん償却額 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △121

修繕引当金の増減額（△は減少） △7

持分法による投資損益（△は益） 8

固定資産売却損益（△は益） △16

有価証券評価損益（△は益） 502

売上債権の増減額（△は増加） 1,408

たな卸資産の増減額（△は増加） △197

仕入債務の増減額（△は減少） △7,083

未払金の増減額（△は減少） △23

その他 249

小計 △4,515

利息及び配当金の受取額 15

利息の支払額 △52

法人税等の支払額 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,583

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △996

有形固定資産の取得による支出 △101

有形固定資産の売却による収入 19

関係会社の整理による収入 42

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,032

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △146

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △28

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △174

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,788

現金及び現金同等物の期首残高 7,659

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,871



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）

石油事業
（百万円）

ホームエネ
ルギー事業
（百万円）

レンタル
事業

（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 57,643 545 325 58,514 － 58,514

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
106 1 0 108 (108) －

計 57,749 546 325 58,622 (108) 58,514

営業利益 1,060 39 △13 1,086 0 1,086

（注）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）

が適用されたことに伴い、主として総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）により算定しております。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　売上高 43,698

Ⅱ　売上原価 41,815

売上総利益 1,883

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,804

営業利益 79

Ⅳ　営業外収益 166

１．受取利息 6

２．受取配当金 7

３．固定資産賃貸収入 61

４．業務受託収入 43

５．持分法による投資利益　 1

６．軽油引取税交付金 34

７．その他　 11

Ⅴ　営業外費用 119

１．支払利息 58

２．固定資産賃貸費用 12

３．業務受託費用 35

４．その他 12

経常利益 125

－ 2 －



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅵ　特別利益 151

１．固定資産売却益 54

２．投資有価証券売却益 68

３．貸倒引当金戻入額 0

４．償却債権取立益 2

５．事業再構築費用引当金戻入額 0

６．修繕引当金戻入額 20

７．その他 4

Ⅶ　特別損失 121

１．固定資産売却損 45

２．固定資産除却損 1

３．減損損失 20

４．環境対策引当金繰入額 0

５．退職給付制度終了損 52

６．その他 0

税金等調整前中間純利益 156

法人税、住民税及び事業税 12

法人税等調整額 5

中間純利益 138

－ 3 －



（２）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19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 156

減価償却費　 180

減損損失　 20

負ののれん償却額 △2

貸倒引当金の増加額 1

事業再構築費用引当金の減少額 △51

退職給付引当金の増加額　 123

役員退職慰労引当金の増加額 16

修繕引当金の減少額　 △20

環境対策引当金の増加額　 0

受取利息及び配当金　 △14

支払利息　 58

持分法による投資利益 △1

固定資産除売却損益　 △7

投資有価証券売却益　 △68

売上債権の減少額　 2,920

たな卸資産の増加額　 △405

仕入債務の減少額　 △5,790

その他　 14

小計 △2,869

利息及び配当金の受取額　 14

利息の支払額　 △58

事業再構築費用の支払額　 △2

法人税等の支払額　 △17

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,932

－ 4 －



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出　 △498

有価証券の償還による収入　 500

有形固定資産の取得による支出　 △165

有形固定資産の売却による収入　 108

無形固定資産の取得による支出　 △14

投資有価証券の取得による支出　 △0

投資有価証券の売却による収入　 82

貸付金回収による収入　 0

その他　 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 15

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出　 △215

ファイナンス・リース債務返済に
よる支出　

△26

その他　 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △241

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △3,158

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,744

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,586

－ 5 －



（３）セグメント情報

〔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19年４月１日　至　平成19年９月30日）

石油事業
（百万円）

ホームエネ
ルギー事業
（百万円）

レンタル事業
（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 42,915 433 349 43,698 － 43,698

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
75 1 0 76 (76) －

計 42,990 434 349 43,775 (76) 43,698

営業費用 42,932 425 338 43,696 (76) 43,619

営業利益 58 9 11 78 0 79

　（注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要製品等は次のとおりであります。

石油事業 灯油、軽油、重油、アスファルト、潤滑油、化成品等石油製品

ホームエネルギー事業 ＬＰＧ、灯油 

レンタル事業 建設機械等のレンタル

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はありません。

 

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日）

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

６．その他の情報

　該当事項はありません。

 

－ 6 －
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