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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。  

(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6月期第1四半期 7,449 ― 108 ― 119 ― △22 ―

20年6月期第1四半期 6,826 34.0 68 △28.8 74 △23.8 △13 ―

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6月期第1四半期 △1.63 ―

20年6月期第1四半期 △0.89 ―

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6月期第1四半期 16,761 4,627 19.2 233.34
20年6月期 17,017 4,651 19.5 240.70

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  3,214百万円 20年6月期  3,316百万円

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6月期 ― ― ― 5.50 5.50
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― 5.50 5.50

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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  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

第2四半期連結累計期間 16,096 ― 296 ― 305 ― 43 ― 3.14
通期 33,425 2.5 986 16.9 1,000 13.5 325 0.0 23.59

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、２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．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．平成20年８月20日に公表いたしました連結業績予想は、修正しておりません。 
３．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。  

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6月期第1四半期  15,148,920株 20年6月期  15,148,920株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  1,372,161株 20年6月期  1,372,161株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  13,776,759株 20年6月期第1四半期  14,776,759株
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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１四半期のわが国の経済は、サブプライム問題に端を発し低調に推移していた米国株式市場が米国大手証券

会社の破綻を引き金に混乱し、全世界の証券金融市場や商品市場などに多大な影響を及ぼし、日本国内の景況感も更

に悪化しております。 

 当社グループにおいては、エネルギー事業は灯油及びＬＰＧの仕入価格高騰が当第１四半期中も続き、顧客の節約

志向に拍車がかかっていることから、不安定な営業を強いられております。しかしながら、当第１四半期が燃料の非

需要期にあたることから、既存顧客の単位消費量は減少したものの、前期に獲得した新規顧客が販売数量に貢献し、

収益は確保できました。また前期10月に連結子会社となった株式会社ダイニと置賜日通燃料株式会社の業績が通期稼

動になり増収となっております。 

 システム事業は、決済関連サービスにおいて新規の大手取引先の獲得や既存事業者の取扱高が順調に推移してお

り、また、ＰＩＮオンライン販売サービスも堅調に推移しております。その他、さらに決済周辺領域におけるサービ

ス拡大を図っており、ケータイチケットサービスについては、引き続き認知度向上のための営業展開に努めておりま

す。 

 その他事業は、設備事業において事業を大幅に縮小し、また、営業支援事業はその事業を停止し、それぞれエネル

ギー関連事業へと再編を予定しています。 

  このような経営環境の中で当社グループの売上高は7,449百万円（参考：前年同期比9.1％増）、営業利益は108百

万円、経常利益は119百万円、四半期純損失は22百万円となりました。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における当社グループの財政状態は、資産合計が16,761百万円（前期末比225百万円減）となり、

負債合計が12,134百万円（前期末比230百万円減）となりました。また、純資産は4,627百万円（前期末比24百万円

減）となり、株主資本比率は19.2％となりました。  

 連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により使用した資金は1,198百万円となり、投資活動に

より使用した資金は875百万円となり財務活動により得た資金は399百万円となり、これらの結果、当第１四半期末の

現金及び現金同等物は7,798百万円（前期末比1,674百万円減）となりました。 

 なお、資産及び負債の対前期末比増加要因、または前期末比の営業キャッシュ・フローの減少要因につきまして

は、収納代行預り金残高の一時的な減少によるものであります。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 中間期及び通期の連結業績予想につきましては、平成20年９月30日に既報のとおり、平成20年11月11日付にて西山

油機株式会社から株式会社いちたかサンテックに対し、エネルギー事業を吸収分割する予定であり、変更後の連結業

績予想につきましては、詳細が確定次第お知らせする予定であります。 

  

  

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 

１．簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、当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。 

② 繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。 
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２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の算定方法につきましては、当第１四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り、税引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。 

 ただし、連結子会社ウェルネット株式会社におきましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なも

のに限定する方法によっております。 

 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。 

 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おります。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

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

したが、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）により算定しております。この変更による損益への影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,820,313 9,491,474

受取手形及び売掛金 1,824,109 1,929,778

商品及び製品 302,570 332,364

仕掛品 32,412 11,585

原材料及び貯蔵品 11,459 6,452

その他 873,304 112,146

貸倒引当金 △28,092 △26,801

流動資産合計 10,836,077 11,857,001

固定資産   

有形固定資産 3,430,933 3,197,377

無形固定資産   

のれん 758,979 775,343

その他 200,380 168,766

無形固定資産合計 959,360 944,110

投資その他の資産   

投資有価証券 738,947 242,388

その他 866,595 846,671

貸倒引当金 △70,298 △70,298

投資その他の資産合計 1,535,244 1,018,761

固定資産合計 5,925,537 5,160,250

資産合計 16,761,615 17,017,251

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,250,900 2,248,902

短期借入金 2,366,514 1,862,661

未払法人税等 102,229 76,705

収納代行預り金 5,595,202 6,459,946

賞与引当金 48,158 5,236

債務保証損失引当金 12,217 12,217

その他 542,270 375,301

流動負債合計 10,917,492 11,040,969

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 917,853 1,020,073

退職給付引当金 111,329 110,567

役員退職慰労引当金 67,272 67,272

その他 70,484 76,398

固定負債合計 1,216,939 1,324,312
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（単位：千円）

当第１四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６月30日) 

負債合計 12,134,432 12,365,282

純資産の部   

株主資本   

資本金 476,433 476,433

資本剰余金 466,058 466,058

利益剰余金 2,617,935 2,727,941

自己株式 △345,988 △345,988

株主資本合計 3,214,439 3,324,445

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △321 659

為替換算調整勘定 523 △9,036

評価・換算差額等合計 202 △8,377

少数株主持分 1,412,541 1,335,901

純資産合計 4,627,183 4,651,969

負債純資産合計 16,761,615 17,017,251
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 7,449,425

売上原価 6,564,058

売上総利益 885,367

販売費及び一般管理費 776,578

営業利益 108,789

営業外収益  

受取利息 7,010

受取配当金 46

持分法による投資利益 853

受取賃貸料 9,325

その他 9,850

営業外収益合計 27,085

営業外費用  

支払利息 10,701

賃貸費用 3,828

その他 1,480

営業外費用合計 16,010

経常利益 119,864

特別利益  

固定資産売却益 5,223

特別利益合計 5,223

特別損失  

固定資産除却損 660

投資有価証券売却損 297

役員退職慰労金 1,200

事務所移転費用 4,889

特別損失合計 7,048

税金等調整前四半期純利益 118,038

法人税等 76,055

少数株主利益 64,453

四半期純損失（△） △22,470
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７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 118,038

減価償却費 108,510

のれん償却額 15,591

引当金の増減額（△は減少） 44,975

受取利息及び受取配当金 △7,057

支払利息 10,701

有形固定資産売却損益（△は益） △5,223

売上債権の増減額（△は増加） 105,669

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,960

仕入債務の増減額（△は減少） 37,639

収納代行預り金の増減額（△は減少） △864,743

その他 △682,930

小計 △1,114,867

利息及び配当金の受取額 3,178

利息の支払額 △11,488

役員退職慰労金の支払額 △1,600

法人税等の支払額 △73,402

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,198,178

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △328,595

投資有価証券の取得による支出 △500,182

その他 △46,866

投資活動によるキャッシュ・フロー △875,644

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） 540,000

長期借入金の返済による支出 △138,367

少数株主からの払込みによる収入 36,823

配当金の支払額 △1,419

少数株主への配当金の支払額 △32,921

その他 △4,293

財務活動によるキャッシュ・フロー 399,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,674,000

現金及び現金同等物の期首残高 9,472,864

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,798,863
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 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。 

 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１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、提供するサービス及び商品の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

  

  
エネルギー
事業 
（千円） 

システム事
業 
（千円） 

その他事業
（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  1,204,282  6,213,402  31,741  7,449,425  －  7,449,425

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,390  11,259  4,896  17,546 (17,546)  －

計  1,205,672  6,224,662  36,637  7,466,972 (17,546)  7,449,425

営業利益又は営業損失（△）  △64,393  189,809  △19,649  105,767  3,022  108,789

エネルギー事業…………… ＬＰガス・灯油等燃料類販売、燃焼機器類販売、修理及び据付工事 

システム事業……………… 決済関連サービス（ビリング・Ｅ－ビリング）、ＰＩＮオンライン販売サービ

ス、ケータイチケットサービス 

その他事業………………… 空調・衛生設備工事業務、オフィス用品通信販売業務、ＩＴ関連企業への営業

支援業務 

〔所在地別セグメント情報〕  

 当四半期連結会計期間（自 平成20年７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〕  

 当四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  
前四半期連結会計期間

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高  6,826,469

Ⅱ 売上原価  6,068,325

売上総利益  758,143

Ⅲ 販売費及び一般管理費  690,055

営業利益  68,088

Ⅳ 営業外収益  17,519

Ⅴ 営業外費用  11,489

経常利益  74,117

Ⅵ 特別利益  5,386

Ⅶ 特別損失  704

税金等調整前四半期純利
益  78,799

法人税等  43,505

少数株主利益  48,503

四半期純利益 △13,209
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前四半期連結会計期間

（自 平成19年７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   

税金等調整前四半期純利益  78,799

減価償却費  90,599

引当金の増加額  29,978

固定資産除売却損益 △4,681

売上債権の減少額  86,314

たな卸資産の増加額 △245,628

仕入債務の増加額  73,216

収納代行預り金の増加額  1,325,373

その他  67,017

小計  1,500,989

法人税等の支払額 △292,031

その他 △1,341

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,207,615

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

新規連結子会社の取得による支出 △755,632

有形固定資産の取得による支出 △981

無形固定資産の取得による支出 △12,480

その他  3,531

投資活動によるキャッシュ・フロー △765,563

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額  710,000

長期借入金の返済による支出 △83,785

その他 △2,990

財務活動によるキャッシュ・フロー  623,224

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,065,276

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  6,157,367

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  7,222,644
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