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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 506,699 ― 5,330 ― 5,780 ― 2,926 ―

20年3月期第2四半期 392,435 6.5 1,751 △40.2 1,732 △41.7 67 △94.2

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 38.76 ―

20年3月期第2四半期 0.90 ―

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 216,790 52,961 24.1 691.62
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2四半期  52,218百万円 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 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 1,000,000 16.0 7,000 △7.1 7,500 0.6 3,500 6.1 46.36

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、４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、４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、４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）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  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2四半期  560,548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2四半期  75,504,479株 20年3月期第2四半期  75,515,893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２四半期連結累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企業収益や個人消費が低迷する

とともに、米国における金融不安の高まりから景気の後退懸念が強まる状況となった。 

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、國際油化株式会社の全株式取得により販売網の拡大を図るとともに、仕入価

格上昇分の価格転嫁に努めた。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、國際油化株式会社の平成 20年７月１日

から同年９月30日までの業績が連結対象となったことや販売価格の上昇などにより5,066億99百万円（前年同期比

29.1％増）となった。営業利益は、棚卸資産の在庫評価の影響などにより53億30百万円（前年同期比204.3％増）と

なり、経常利益は57億80百万円（前年同期比233.7％増）、四半期純利益は29億26百万円（前年同期比4,210.7％

増）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。 

（１) 石油関連事業 

＜石油製品販売業＞ 

石油業界においては、石油製品価格の上昇による消費者の買い控えなどもあり、燃料油全体の需要が減少し

た。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、ＳＳの新設や新規特約店の獲得など積極的な営業活動に努める

とともに、ネットワークの見直しによる販売網の整備を図った。 

当社においては、接客サービスコンテストを開催し、ＳＳスタッフの接客力向上を図るとともに、特約店  

に対して２００８年ＳＳ経営戦略「生涯顧客化への挑戦」を提唱、整備士養成セミナー等の実践プログラムを

多数用意するなど、販売競争を勝ち残るためのリテールサポートを実施した。 

産業用に対しては、新規需要家の獲得による軽油の販売拡大に努めた。 

  

＜化学品製造販売業＞ 

化学品販売業界においては、石油化学製品の価格上昇により、市況は強含みに推移した。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、洗車機用ワックス・撥水コートをはじめとする自動車関連商

品、防腐・防黴剤、微生物簡易測定器具(サンアイバイオチェッカー)などの自社製品、クリーニング溶剤など

の工業薬品および粘接着剤(タッキファイヤー)の積極的な販売により販路拡大を図るとともに、新規需要の開

拓に努めた。また、顧客ニーズに対応した商品開発を進め、環境負荷の少ない安全性に優れた製品の開発・改

良に努めた。 

  

以上により、石油関連事業における商品売上高は、國際油化株式会社の平成20年７月１日から同年９月30日

までの業績が連結対象となったことなどにより4,712億49百万円（前年同期比29.9％増）となった。営業利益

は、棚卸資産の在庫評価の影響などにより48億円40百万円（前年同期比272.2％増）となった。 

  

（２） ガス関連事業 

＜ＬＰガス販売業＞ 

ＬＰガス業界においては、家庭・業務用の需要は猛暑などの影響を受け減少した。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、充填所の取得による営業基盤の拡大を図った。また、お客さま

から選ばれるＬＰガス販売事業者を目指して「大切な人だから心に届くサービスを（もっと知る・もっと動

く・もっと徹する）」を提唱し、お客さまのニーズに応えることで競争力の強化に努めるとともに、エネルギ

ー事業者の立場から食育運動を推進し、生活提案活動として料理教室「オブリクッキングサポート」の開催を

継続するなど、顧客満足度の向上を図った。 

保安面においては、器具点検サービスの実施を継続することでお客さまの信頼に応えるとともに、特約店に

対して「一日保安ドック」を推進するなど、保安の確保と保安意識の向上に努めた。 

  



＜天然ガス販売業＞ 

当社においては、佐賀天然ガスパイプラインの運営に万全を期すとともに、関東・関西地区において積極  

的な営業活動をおこない、新規顧客の獲得に努めた。 

佐賀ガス株式会社においては、都市ガスの安定供給と保安の確保に努めた。 

  

以上により、ガス関連事業における商品売上高は291億５百万円（前年同期比20.3％増）となり、営業利益は

４億90百万円（前年同期比1.4％減）となった。 

  

（３） 航空関連事業他 

＜航空燃料取扱業＞ 

羽田空港においては、香港線チャーター便が就航するなど航空機の発着回数は増加したものの、航空機の小型

化や低燃費化が進んだことにより、燃料搭載数量は前年を下回った。 

こうしたなかで、当社は航空機給油施設の運営に万全を期すとともに、航空燃料の給油業務における安全確保

に努めた。 

  

＜その他＞ 

三愛プラント工業株式会社の金属表面処理業においては、半導体業界の需要が減少したことにより前年を下回

った。また、同社の建設工事業においては、会計基準の変更（工事進行基準の適用）などもあり前年を上回っ

た。 

   

以上により、航空関連事業他における商品売上高は、63億43百万円（前年同期比13.6％増）となり、営業利益

は９億81百万円（前年同期比3.5％増）となった。 

  

(注) なお、括弧内の前年同期比については、参考情報として記載している。 

  

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２四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金の増加や受取手形及び売掛金の増加などから

前連結会計年度末に比べ292億35百万円増加し、2,167億90百万円となった。 

負債合計は、支払手形及び買掛金の増加や社債発行などから前連結会計年度末に比べ287億７百万円増加し、

1,638億28百万円となった。 

純資産合計は、有価証券評価差額金が減少したものの利益剰余金の増加などから前連結会計年度末に比べ５億

27百万円増加し、529億61百万円となった。 

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24.1％となった。 

   

（２） キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ63億91百万円増加し240億３百万円となった。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

（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40億60百万円となった。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上に

よるものである。なお、獲得した資金は前年同期比８億５百万円増加している。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は25億49百万円となった。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４億78百万円減少している。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、獲得した資金は48億80百万円となった。これは主に、短期借入金が減少したものの、長

期借入の実施や社債発行によるものである。なお、前年同期は31億20百万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 

第２四半期までの業績が好調であったことに加えて、國際油化株式会社の子会社化による効果が見込まれるもの

の、原油価格の動向や燃料油の需要減退などを鑑み、平成20年５月13日に公表した通期の連結業績予想数値を修正

しております。修正の内容は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

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。 

（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、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２四半期連結累

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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益および経常利益が59百万

円、税金等調整前四半期純利益が71百万円（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、当第２四半期連結累計期間の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 24,148 18,747

受取手形及び売掛金 77,436 66,639

有価証券 30 40

商品及び製品 11,134 7,190

仕掛品 311 358

原材料及び貯蔵品 120 151

その他 2,578 1,723

貸倒引当金 △260 △235

流動資産合計 115,499 94,614

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 58,017 52,651

減価償却累計額 △33,775 △29,725

建物及び構築物（純額） 24,241 22,925

機械装置及び運搬具 29,058 26,386

減価償却累計額 △20,831 △18,437

機械装置及び運搬具（純額） 8,227 7,949

土地 27,468 23,972

その他 6,186 4,398

減価償却累計額 △2,745 △2,445

その他（純額） 3,440 1,953

有形固定資産合計 63,378 56,800

無形固定資産   

のれん 9,607 8,795

その他 1,376 1,284

無形固定資産合計 10,983 10,079

投資その他の資産   

投資有価証券 19,920 22,263

その他 7,238 3,984

貸倒引当金 △707 △839

投資その他の資産合計 26,451 25,408

固定資産合計 100,813 92,288

繰延資産   

開発費 477 651

繰延資産合計 477 651

資産合計 216,790 187,555



（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 74,022 67,015

短期借入金 9,246 4,385

1年内返済予定の長期借入金 7,078 5,461

1年内償還予定の社債 1,400 1,000

未払法人税等 2,740 2,588

賞与引当金 1,784 1,461

役員賞与引当金 42 82

工事損失引当金 － 36

その他 8,973 8,324

流動負債合計 105,287 90,356

固定負債   

社債 20,750 11,150

長期借入金 20,832 17,467

退職給付引当金 3,998 3,506

役員退職慰労引当金 464 416

特別修繕引当金 364 349

訴訟損失引当金 290 290

その他 11,841 11,585

固定負債合計 58,541 44,764

負債合計 163,828 135,121

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 34,941 32,366

自己株式 △185 △182

株主資本合計 52,551 49,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 401 2,368

繰延ヘッジ損益 3 28

土地再評価差額金 △738 △712

評価・換算差額等合計 △333 1,684

少数株主持分 743 770

純資産合計 52,961 52,433

負債純資産合計 216,790 187,555



（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  

商品売上高 505,682

工事売上高 1,016

売上高合計 506,699

売上原価  

商品売上原価 479,246

工事売上原価 832

売上原価合計 480,079

売上総利益 26,619

販売費及び一般管理費 21,289

営業利益 5,330

営業外収益  

受取利息 378

受取配当金 213

投資有価証券売却益 332

その他 396

営業外収益合計 1,321

営業外費用  

支払利息 631

その他 239

営業外費用合計 870

経常利益 5,780

特別利益  

固定資産売却益 61

貸倒引当金戻入額 84

その他 12

特別利益合計 157

特別損失  

固定資産除売却損 255

減損損失 97

損害賠償金 61

投資有価証券評価損 3

特別損失合計 419

税金等調整前四半期純利益 5,519

法人税、住民税及び事業税 2,684

法人税等調整額 △85

法人税等合計 2,599

少数株主損失（△） △7

四半期純利益 2,926



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  

商品売上高 295,655

工事売上高 770

売上高合計 296,425

売上原価  

商品売上原価 282,435

工事売上原価 661

売上原価合計 283,097

売上総利益 13,328

販売費及び一般管理費 11,641

営業利益 1,687

営業外収益  

受取利息 260

受取配当金 44

投資有価証券売却益 265

その他 235

営業外収益合計 805

営業外費用  

支払利息 365

その他 164

営業外費用合計 529

経常利益 1,963

特別利益  

固定資産売却益 61

貸倒引当金戻入額 91

特別利益合計 152

特別損失  

固定資産除売却損 126

減損損失 97

損害賠償金 61

投資有価証券評価損 3

特別損失合計 289

税金等調整前四半期純利益 1,826

法人税、住民税及び事業税 1,316

法人税等調整額 △367

法人税等合計 949

少数株主利益 0

四半期純利益 876



（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 5,519

減価償却費 2,465

のれん償却額 555

貸倒引当金の増減額（△は減少） △223

工事損失引当金の増減額（△は減少） △36

賞与引当金の増減額（△は減少） 178

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △39

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7

受取利息及び受取配当金 △592

支払利息 631

有形固定資産売却益 △61

有形固定資産除却損及び売却損 160

減損損失 97

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △332

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 3

売上債権の増減額（△は増加） 1,644

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,116

その他の流動資産の増減額（△は増加） △563

仕入債務の増減額（△は減少） △485

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16

その他 875

小計 6,657

利息及び配当金の受取額 585

利息の支払額 △636

法人税等の支払額 △2,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,060

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 △1,125

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 646

有形固定資産の取得による支出 △2,021

有形固定資産の売却による収入 194

無形固定資産の取得による支出 △714

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△535

関係会社株式の取得による支出 △117

その他 1,123

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,549

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） △8,201

長期借入れによる収入 5,350

長期借入金の返済による支出 △1,799

社債の発行による収入 9,911

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △377

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,391

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 24,003



 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

例」（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  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

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） 

 （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２四半期連結累計期間10億68

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。 

  
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  278,784  13,855  3,785  296,425  －  296,425

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 674  56  144  875  △875  －

計  279,458  13,912  3,929  297,300  △875  296,425

営業利益  1,645  50  458  2,154  △467  1,687

  
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  471,249  29,105  6,343  506,699  －  506,699

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,048  62  428  1,539  △1,539  －

計  472,298  29,168  6,772  508,239  △1,539  506,699

営業利益  4,840  490  981  6,312  △982  5,330

 事業区分  主要製品又は事業区分 

 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 



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、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上高が「航空関連事業他」で５億71百

万円増加し、営業利益が59百万円増加している。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第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）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。 

  

〔海外売上高〕  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第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）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。 

  

６．その他の情報  

固定資産の譲渡 

① 譲渡の理由  

当社は、当社所有の土地においてＬＰガスターミナルを運営していたが、諸般の事情により閉鎖し、当該Ｌ

Ｐガスターミナルにかかる設備を撤去した。これにより大半が遊休地となっており、今般、資産効率の向上を

図るため、一部稼動中の工場等についても撤去のうえ、本土地を譲渡することとした。 

② 譲渡資産の内容 

③ 譲渡先の概要 

④ 譲渡の日程  

平成20年10月28日 取締役会決議 

平成20年11月   売買契約書締結（予定） 

平成22年８月   物件引渡し（予定） 

資産の内容および所在地 帳簿価額 譲渡価額 

神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目26番１他 

土地面積 29,624.88㎡ 
2,651百万円 未定 

商号 全日本空輸株式会社 

本店所在地 東京都港区新橋一丁目５番２号 

代表者 代表取締役 山元峯生 

資本金 160,001百万円（平成20年３月31日現在） 

主な事業の内容 航空運送事業 

当社との関係 資本関係および人的関係はない 



「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） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高                  

１．商品売上高  391,586            

２．完成工事高       848  392,435  100.0

Ⅱ 売上原価                  

１．商品売上原価  370,815            

２．完成工事原価       794  371,609  94.7

売上総利益        20,825  5.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        19,074  4.9

営業利益        1,751  0.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  271            

２．受取配当金  181            

３．投資有価証券売却益  138            

４．その他  129  720  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  584            

２．その他  154  739  0.2

経常利益        1,732  0.4

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  7            

２．貸倒引当金戻入額  9  17  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損及び売却
損 

 229            

２．減損損失  341            

３．土壌汚染処理対策費  124            

４．投資有価証券評価損  0  696  0.1

税金等調整前中間純利益        1,053  0.3

法人税、住民税及び事業
税 

 947            

法人税等調整額  93  1,040  0.3

少数株主損失        55  0.0

中間純利益        67  0.0

        



（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  1,053

減価償却費   2,296

のれん償却額   427

貸倒引当金の増減額  15

工事損失引当金の増減額  37

賞与引当金の増減額   △139

役員賞与引当金の増減額  △37

退職給付引当金の増減額  △483

受取利息及び受取配当金  △452

支払利息  584

有形固定資産売却益  △7

有形固定資産除却損及び
売却損 

 146

減損損失  341

投資有価証券売却益  △138

投資有価証券評価損  0

売上債権の増減額  4,304

棚卸資産の増減額  △2,753

その他流動資産の増減額  311

仕入債務の増減額  593

その他流動負債の増減額  12

その他  △424

小計  5,687

利息及び配当金の受取額  453

利息の支払額  △591

法人税等の支払額  △2,294

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 3,255



  

  
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 

  

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △1,767

投資有価証券の売却によ
る収入 

 1,555

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △1,766

有形固定資産の売却によ
る収入 

 24

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △278

その他  △795

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △3,027

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  101

長期借入による収入  3,500

長期借入金の返済による
支出 

 △1,127

転換社債の償還による支
出 

 △5,085

自己株式の取得および売
却額 

 △5

少数株主への配当金の支
払 

 △12

配当金の支払額  △490

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △3,120

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 

 △2,892

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中間
期末残高 

 34,743

    



（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） 

 （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中間連結会計期間10億17百万円

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．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より法

人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）および（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。 

この結果、従来の方法に比べて、営業費用が「石油関連事業」で６百万円、「ガス関連事業」で１百万

円、「航空関連事業他」で１百万円および「消去又は全社」で０百万円それぞれ増加し、営業利益が同額

減少している。 

また、当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上している。 

この結果、従来の方法に比べて、営業費用が「石油関連事業」で30百万円、「ガス関連事業」で９百万

円、「航空関連事業他」で４百万円および「消去又は全社」で０百万円それぞれ増加し、営業利益が同額

減少している。 

  

  
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  362,650  24,200  5,583  392,435  －  392,435

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 632  15  531  1,178  △1,178  －

計  363,283  24,215  6,115  393,614  △1,178  392,435

営業費用  361,982  23,718  5,167  390,867  △184  390,683

営業利益  1,300  497  948  2,746  △994  1,751

 事業区分  主要製品又は事業区分 

 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 

〔所在地別セグメント情報〕 

当中間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。 

  

〔海外売上高〕 

当中間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。  
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