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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 127,681 ― 1,343 ― 1,525 ― 605 ―

20年3月期第2四半期 95,331 △6.1 △91 ― 126 △86.1 △117 ―

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 9.25 ―

20年3月期第2四半期 △1.79 ―

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 70,505 42,987 60.9 656.90
20年3月期 87,403 43,565 49.8 665.69

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  42,949百万円 20年3月期  43,526百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

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  無  
 

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 290,000 9.4 2,700 7.4 3,300 7.6 1,700 7.3 26.00

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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注記事項については、２ページ【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）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  75,752,958株 20年3月期  75,752,958株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10,371,333株 20年3月期  10,368,490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  65,383,604株 20年3月期第2四半期  65,449,886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２四半期累計期間のわが国経済は、原油価格の高騰や米国サブプライムローン問題に端を発した米国経済の 

 悪化や金融市場の混乱により、個人消費や民間設備投資が力強さに欠けるなど、景気の減速傾向が強まってまいり

 ました。

   石油業界におきましては、原油価格高騰による石油製品価格の上昇や、環境意識の高まりにより、消費者の買い

 控えや節約志向が強まり、大変厳しい状況でした。

   ＬＰガス業界におきましては、原油価格と同様にＬＰガス輸入価格も高騰するなか、ガス消費者の節約意識が高 

 まりました。一方、電力や都市ガスとのエネルギー間競争が激化する厳しい状況となりました。

　 このような状況下、当社及びグループ企業は以下のような施策を実施いたしました。

（１）エネルギー事業

   ① 石油部門におきましては、年間を通じて需要が望めるガソリン、軽油を増販するため、ＳＳの改装を推進いた

    しました。また、船舶用燃料油取引の拡大及び仕入活動における先物市場の活用を進めました。

   ② ＬＰガス部門におきましては、需要が減少するなか、保安点検の確実な実施に努めるとともに原料費調整制度

    の導入を推進いたしました。

   ③ 固形燃料部門におきましては、製鉄向け加炭材の販売に注力いたしました。

   ④ 生活関連部門におきましては、環境に配慮した高効率ガス機器の販売を推進いたしました。

（２）その他の事業

   ① 抗菌部門におきましては、従来の抗菌分野だけでなく、防カビ及び消臭分野への販売活動を展開いたしまし

    た。

   ② 新エネルギー部門におきましては、バイオマス燃料の需要に供給が追いつかない状況のなか、原料となる木質

    系廃材の集荷に努め、収益を確保いたしました。 

    上記のような施策に取り組んだ当第２四半期累計期間の業績は、売上高は前年同期比323億５千万円増の1,276億

  ８千１百万円、営業利益は前年同期比14億３千４百万円増の13億４千３百万円、経常利益は前年同期比13億９千９

  百万円増の15億２千５百万円となりました。

    また、平成20年10月21日付の業績予想修正にて公表の通り、労働基準監督署の是正勧告を受け、過年度の未払賃

  金２億７千４百万円を特別損失に計上いたしました。

　  以上の結果、四半期純利益は前年同期比７億２千２百万円増の６億５百万円となりました。

    なお、前年同期比は参考として記載しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は、季節変動に伴う売上債権の減少及び借入金の返済等により、前期末（20年３月期）

と比較して168億９千８百万円減少し、705億５百万円となりました。

　また、純資産は、当四半期末の時価評価によるその他有価証券評価差額金の減少等により、前期末と比較して５

億７千８百万円減少し、429億８千７百万円となりました。

　以上により、自己資本比率は前期と比較して11.1ポイント増加し、60.9％となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　 平成20年10月21日に第２四半期累計期間の業績予想を修正いたしました。しかし、今後の原油価格及びＬＰガス 

 輸入価格の変動や気象変化等により需給の動向が不透明なため、当期の業績予想については、本年５月公表に変更 

 はありません。

   ただし、事業環境が大きく変化し、当初の業績予想に見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたしま

 す。

 



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）

　　該当事項はありません。

（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

　(簡便な会計処理)

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して算定しております。

② たな卸資産の評価方法

たな卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな卸資産で

あって、前連結会計年度末において帳簿価額を処分見込価額まで切下げているものについては、前連結会計年

度以降に著しい状況の変化がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額を計上してお

ります。

③ 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して算定する方法に

よっております。

　(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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

① 　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。

② 　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月別移動平均法による原価法によっ

ておりましたが、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）が適用されたことに伴い、主として月別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）により算出しております。この変更に伴う損益に与える影響は軽微で

あります。



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 13,979 19,267

受取手形及び売掛金 22,893 31,892

有価証券 10 1,000

商品及び製品 3,992 4,470

原材料及び貯蔵品 96 57

仕掛品 11 35

その他 1,100 1,346

貸倒引当金 △130 △179

流動資産合計 41,953 57,890

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,699 5,874

土地 8,735 8,710

その他（純額） 2,986 2,822

有形固定資産合計 17,421 17,407

無形固定資産   

のれん 709 702

その他 409 405

無形固定資産合計 1,118 1,107

投資その他の資産   

投資有価証券 5,847 6,275

長期前払費用 3,012 3,492

その他 1,533 1,504

貸倒引当金 △380 △275

投資その他の資産合計 10,012 10,997

固定資産合計 28,552 29,512

資産合計 70,505 87,403



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,764 23,823

短期借入金 997 6,153

コマーシャル・ペーパー － 4,000

未払法人税等 622 835

賞与引当金 540 524

その他 2,618 3,350

流動負債合計 22,543 38,686

固定負債   

長期借入金 827 870

退職給付引当金 2,488 2,439

役員退職慰労引当金 87 94

その他 1,571 1,747

固定負債合計 4,973 5,151

負債合計 27,517 43,837

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金 11,771 11,773

利益剰余金 20,816 21,192

自己株式 △5,775 △5,775

株主資本合計 42,442 42,820

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 504 706

繰延ヘッジ損益 △2 △4

為替換算調整勘定 4 3

評価・換算差額等合計 506 705

少数株主持分 38 38

純資産合計 42,987 43,565

負債純資産合計 70,505 87,403



（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 127,681

売上原価 114,036

売上総利益 13,645

販売費及び一般管理費 12,301

営業利益 1,343

営業外収益  

受取利息 28

受取配当金 76

軽油引取税交付金 62

その他 257

営業外収益合計 425

営業外費用  

支払利息 19

持分法による投資損失 6

デリバティブ損失 178

その他 39

営業外費用合計 243

経常利益 1,525

特別利益  

固定資産売却益 4

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産売却損 3

固定資産除却損 51

減損損失 9

投資有価証券評価損 20

過年度未払賃金 274

過年度租税公課 21

特別損失合計 380

税金等調整前四半期純利益 1,149

法人税等 543

少数株主利益 0

四半期純利益 605



　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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。



「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

科　　目

前年中間期
（平成20年３月期
第２四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 95,331

Ⅱ　売上原価 83,134

売上総利益 12,196

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,288

営業利益 △91

Ⅳ　営業外収益 377

受取利息及び配当金 129

軽油引取税交付金 71

持分法による投資利益 0

その他 175

Ⅴ　営業外費用 158

支払利息 16

デリバティブ損失 26

貸倒引当金繰入額　 9

その他 106

経常利益 126

Ⅵ　特別利益 37

固定資産売却益 27

投資有価証券売却益　 9

貸倒引当金戻入額　 0

Ⅶ　特別損失 173

固定資産売却損 7

固定資産除却損 70

過年度役員退職慰労引当
金繰入額

78

その他　 15

税金等調整前中間純利益 △8

税金費用 109

少数株主損失 1

中間純利益 △117
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