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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 33,020 ― 403 ― 424 ― 118 ―

20年3月期第2四半期 28,113 △0.5 227 17.7 297 △9.4 37 △74.8

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 19.52 ―

20年3月期第2四半期 6.26 ―

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 36,422 11,014 29.9 1,795.88
20年3月期 37,708 11,036 29.0 1,799.23

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,900百万円 20年3月期  10,922百万円

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 30.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

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 65,381 6.7 1,478 180.2 1,541 128.1 719 153.2 118.56

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  無  

(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 
 ・上記の予想は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大幅に異なる場合があ
ります。 
 ・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  6,100,503株 20年3月期  6,100,503株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  30,659株 20年3月期  29,948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  6,070,309株 20年3月期第2四半期  6,070,737株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国経済の減速に加え、原材料価格の高騰が企業収

益を圧迫し、物価上昇の影響等により個人消費が低迷するなど、景気の減速感が一層強まる状況となりま
した。また、当社グループが営業基盤を置く南九州地区においても、依然として厳しい経済環境にあり、
停滞感が強まっております。 
 このような状況の中で当社グループは、「夢に、前向き」をブランドスローガンに、地域の皆様の様々
なニーズに応えていくために、日々進化を続ける企業を目指し、魅力のある地域一番店づくりに取り組み
ました。 
 また、引き続き競争力の強化を図るとともに、経営の効率化や収益基盤の見直しを推し進め、収益性の
向上に努めました。 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は330億20百万円（前年同期比17.5％増）、経常利益
は４億24百万円（前年同期比42.8％増）、四半期純利益は１億18百万円（前年同期比211.9％増）となり
ました。 
 
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
 
[石油関連商品販売事業] 
 当第２四半期連結累計期間における石油業界は、高騰を続けてきた原油価格の影響から、消費者の節約
意識が一層強まり、燃料油の国内需要が減少する中で、シェア獲得に向けた企業間での過当競争も相まっ
て、厳しい販売環境が続いております。 
 このような状況の中で当社グループは、自社プリペイドカード会員の拡大に加え、７月にセルフ与次郎
ＳＳを新設し燃料油の増販を図るとともに、引き続き市況に応じた適正販売価格を粘り強く推し進めるな
ど収益確保に努めました。 
 以上の結果、売上高は222億19百万円（前年同期比21.1％増）、営業利益は３億18百万円（前年同期比
82.8％増）を計上致しました。 
 
[ガス関連商品販売事業] 
 当第２四半期連結累計期間におけるＬＰガス業界は、ＬＰガス輸入価格が高水準で推移するとともに、
電力や都市ガスなど他エネルギーとの競争も相まって、依然として厳しい経営環境が続いております。 
 このような状況の中で当社グループは、一般需要家等のガス納入権の買収による販売網の拡充や、原料
費調整制度等による適正な価格転嫁を図り収益の確保に努めました。 
 以上の結果、売上高は51億83百万円（前年同期比18.3％増）、営業利益は２億７百万円（前年同期比
3.1％減）を計上致しました。 
 
[外食事業] 
 当第２四半期連結累計期間における外食業界は、食の安全に関わる問題に加え、物価上昇の影響等から
個人消費が低迷するなど、依然として厳しい経営環境が続いております。 
 このような状況の中で当社グループは、様々なお客様のニーズに応えるために、「蒸し料理 巳八」の
増床やＫＦＣ店舗の改装を積極的に行うとともに、新規業態として「ピザハット与次郎店」を併設したＫ
ＦＣ与次郎店を７月にリニューアルオープン致しました。 
 以上の結果、売上高は23億12百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は２億25百万円（前年同期比
9.0％減）を計上致しました。 
 
[書籍・ＣＤ販売等事業] 
 当第２四半期連結累計期間における書籍及びＣＤ業界は、少子化等による購買層の人口減少に加え、ネ
ットショップや有料音楽配信サービスの普及等に伴い購買手段が多様化したことから、業種・業態を超え
た競争は益々激化し、依然として厳しい販売環境が続いております。 
 このような状況の中で当社グループは、大型複合書店の「ブックスミスミオプシア」を中心に品揃えを
強化する一方で、新ポイントカードへの入会者の拡大を図り、全店舗における顧客の囲い込みと来店頻度
のアップに努めました。 
 以上の結果、売上高は21億48百万円（前年同期比30.5％増）、営業利益は33百万円（前年同期比
181.0％増）を計上致しました。 
 
[建設関連事業] 
 当第２四半期連結累計期間における建設業界は、建築基準法改正の影響が一巡したことから持ち直しの
動きが見られるものの、資材価格の高騰や消費者心理の悪化等から住宅購入を手控える動きが見られるな
ど、依然として厳しい受注環境が続いております。 
 このような状況の中で当社グループは、引き続き経営の効率化を推し進めるとともに、環境を配慮した
住宅として、新たに太陽光発電システムを導入し、機能面での差別化を図ることで販売の強化に努めてお

・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
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ります。 
 以上の結果、売上高は４億98百万円（前年同期比22.3％減）、営業利益は17百万円を計上致しました。
 
[自動車関連商品販売事業] 
 当第２四半期連結累計期間における自動車業界は、新車の買替え期間の長期化に加え、物価上昇の影響
から消費者心理が悪化し購買意欲が低下するなど、国内の新車販売台数は前年割れとなる厳しい市場環境
が続いております。 
 このような状況の中で当社グループは、中古車販売の強化や整備部門の合理化を推し進め収益の確保に
努めましたが、新車販売において、スズキ車の増販が貢献したものの、車種の減少に伴うフォード車の落
ち込みが大きく、厳しい結果となりました。 
 以上の結果、売上高は４億71百万円（前年同期比0.9％減）、営業損失は８百万円となりました。 
 
[その他の事業] 
 当第２四半期連結累計期間におけるミネラルウォーター業界は、食生活における健康志向の高まりとと
もに、需要は右肩上がりで増加を続けている中で、シェア拡大を目的に生産能力を拡張している大手飲料
メーカー各社の寡占化傾向が一段と加速しつつあります。 
 このような状況の中で当社グループは、新規取引先の獲得に注力する一方で、ネット販売や焼酎とのセ
ット販売等によるミネラルウォーターの拡販と、安定的な収益を確保するために引き続き宅配部門の強化
に努めました。 
 以上の結果、売上高は１億84百万円（前年同期比0.3％減）、営業利益は９百万円（前年同期比43.3％
減）を計上致しました。  
  
 なお、上記の前年同四半期増減率については参考として記載しております。 

  

  
当第２四半期連結累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、税金等調整前

当期純利益３億63百万円に加え減価償却費５億68百万円及び売上債権の減少３億40百万円等資金の増加が
あったものの、仕入債務の減少９億40百万円、借入金の返済４億96百万円及び設備投資３億24百万円の支
払い等により前連結会計年度末に比べ３億30百万円減少し、当第２四半期連結累計期間末には29億79百万
円となりました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第２四半期連結累計期間末における営業活動による資金の増加額は、５億９百万円となりました。こ
れは主に、仕入債務の減少９億40百万円の資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益３億63百
万円に加え減価償却費５億68百万円及び売上債権の減少３億40百万円の増加等によるものであります。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第２四半期連結累計期間末における投資活動による資金の減少額は、２億51百万円となりました。こ
れは主に、セルフ給油所設備の新築工事等１億66百万円及び外食事業の店舗建設等１億16百万円の支出に
よるものであります。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第２四半期連結累計期間末における財務活動による資金の減少額は、５億89百万円となりました。主
な理由は、借入金の返済によるものであります。 

  

  
連結業績予想は、平成20年５月15日発表から変更はありません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  
該当事項はありません。 

  

  
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。 
  

  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が41,319千円減少しており
ます。 
 なお、セグメント情報に与える影響はありません。 

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)

(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

(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
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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 3,371,784 3,699,081 

受取手形及び売掛金 5,877,945 6,251,279 

有価証券 3,711 3,714 

商品及び製品 2,414,002 2,407,308 

その他 736,865 849,780 

貸倒引当金 △89,609 △93,997 

流動資産合計 12,314,699 13,117,167 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 5,382,907 5,509,490 

土地 11,566,384 11,566,384 

その他（純額） 1,402,507 1,521,081 

有形固定資産合計 18,351,799 18,596,956 

無形固定資産 241,994 281,142 

投資その他の資産 

その他 5,930,471 6,056,085 

貸倒引当金 △416,452 △342,834 

投資その他の資産合計 5,514,018 5,713,250 

固定資産合計 24,107,812 24,591,350 

資産合計 36,422,512 37,708,517 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,936,016 3,876,566 

短期借入金 9,052,000 9,074,500 

1年内返済予定の長期借入金 2,708,926 2,752,756 

未払法人税等 183,941 37,486 

賞与引当金 262,238 273,803 

ポイント引当金 14,115 6,300 

その他 1,362,251 1,351,101 

流動負債合計 16,519,489 17,372,513 

固定負債 

長期借入金 7,865,828 8,295,520 

退職給付引当金 19,724 86,680 

役員退職慰労引当金 312,500 219,400 

その他 690,710 697,513 

固定負債合計 8,888,762 9,299,114 

負債合計 25,408,251 26,671,628 
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（単位：千円） 

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 1,690,899 1,690,899 

資本剰余金 1,646,341 1,646,341 

利益剰余金 7,535,018 7,507,600 

自己株式 △43,388 △42,437 

株主資本合計 10,828,870 10,802,403 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 71,816 119,895 

評価・換算差額等合計 71,816 119,895 

少数株主持分 113,574 114,590 

純資産合計 11,014,260 11,036,889 

負債純資産合計 36,422,512 37,708,517 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

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 33,020,414 

売上原価 27,472,774 

売上総利益 5,547,640 

販売費及び一般管理費 5,144,216 

営業利益 403,424 

営業外収益 

受取利息 23,986 

受取配当金 13,819 

受取賃貸料 78,355 

その他 151,105 

営業外収益合計 267,267 

営業外費用 

支払利息 152,760 

貸倒引当金繰入額 48,217 

その他 44,737 

営業外費用合計 245,714 

経常利益 424,976 

特別利益 

固定資産売却益 502 

受取保険金 1,703 

投資有価証券売却益 839 

特別利益合計 3,045 

特別損失 

固定資産売却損 251 

固定資産除却損 20,850 

災害による損失 99 

投資有価証券売却損 1,715 

たな卸資産評価損 41,319 

特別損失合計 64,236 

税金等調整前四半期純利益 363,785 

法人税、住民税及び事業税 171,178 

法人税等調整額 72,731 

法人税等合計 243,910 

少数株主利益 1,399 

四半期純利益 118,476 
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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 363,785 

減価償却費 568,335 

固定資産除却損 20,850 

のれん償却額 15,001 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 69,230 

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,565 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66,956 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 93,100 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 7,815 

受取利息及び受取配当金 △37,806 

支払利息 152,760 

為替差損益（△は益） 126 

固定資産売却損益（△は益） △250 

投資有価証券売却損益（△は益） 875 

受取保険金 △1,703 

たな卸資産評価損 41,319 

売上債権の増減額（△は増加） 340,735 

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,599 

仕入債務の増減額（△は減少） △940,676 

その他 89,296 

小計 646,676 

利息及び配当金の受取額 37,643 

利息の支払額 △151,401 

保険金の受取額 1,703 

法人税等の支払額 △25,028 

営業活動によるキャッシュ・フロー 509,593 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △15,711 

定期預金の払戻による収入 12,076 

有価証券の取得による支出 △2,750 

有価証券の償還による収入 2,750 

固定資産の取得による支出 △324,113 

固定資産の売却による収入 1,228 

投資有価証券の取得による支出 △20,689 

投資有価証券の売却による収入 1,544 

子会社株式の取得による支出 △1,020 

差入保証金の差入による支出 △4,609 

差入保証金の回収による収入 82,085 

貸付けによる支出 △21,149 

貸付金の回収による収入 29,036 

その他 9,837 

投資活動によるキャッシュ・フロー △251,485 
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（単位：千円） 

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 300,000 

短期借入金の返済による支出 △322,500 

長期借入れによる収入 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △1,473,522 

自己株式の取得による支出 △950 

配当金の支払額 △91,017 

少数株主への配当金の支払額 △1,050 

財務活動によるキャッシュ・フロー △589,040 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △330,931 

現金及び現金同等物の期首残高 3,310,448 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,979,516 
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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。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。 

  

 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） 

  該当事項はありません。 

  

  

 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)  事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称 

事業区分は、商品の類似性及び販売経路の共通性を考慮して区分しております。各区分に属する主要な商品

は、次のとおりであります。 

 石油関連商品販売事業………ガソリン、軽油、灯油、重油、潤滑油 

 ガス関連商品販売事業………ＬＰガス、厨房機器、冷暖房用機器、住宅設備機器 

 外食事業………………………ケンタッキーフライドチキン、ピエトロ・バルコーネ 

 書籍・ＣＤ販売等事業………書籍、ＣＤ、テレビゲーム、パソコン、携帯電話 

 建設関連事業…………………住宅、土地、冷暖房用機器、住宅設備機器 

 自動車関連商品販売事業……新車、中古車、整備、車検、タイヤ 

 その他の事業…………………ミネラルウォーター 

 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、所在地別セグメント情報

は作成しておりません。 

  

 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） 

海外売上高はありません。 

  

 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） 

  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

石油 

関連商品 

販売事業 

(千円)

ガス 

関連商品 

販売事業 

(千円)

外食事業 

(千円)

書籍・ 

ＣＤ販売等 

事業 

(千円)

建設関連 

事業 

(千円)

自動車 

関連商品 

販売事業 

(千円)

その他の 

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
22,219,812 5,183,676 2,312,963 2,148,809 498,559 471,715 184,877 33,020,414 ― 33,020,414

  (2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
38,402 31,403 ― 76 258,064 47,225 17,929 393,101 (393,101) ―

計 22,258,215 5,215,080 2,312,963 2,148,885 756,624 518,940 202,806 33,413,516 (393,101) 33,020,414

  営業利益又は 

  営業損失(△)
318,383 207,016 225,847 33,030 17,194 △8,012 9,140 802,600 (399,176) 403,424

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前中間連結損益計算書

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 28,113,416 100.0

Ⅱ 売上原価 22,875,053 81.4

   売上総利益 5,238,363 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,010,507 17.8

   営業利益 227,856 0.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 30,732

 ２ 受取配当金 13,990

 ３ 仕入割引 44,235

 ４ 受取賃貸料 75,270

 ５ 受取手数料 35,342

 ６ その他 63,831 263,403 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 146,317

 ２ 売上割引 1,910

 ３ 賃貸費用 34,415

 ４ その他 11,083 193,727 0.7

   経常利益 297,532 1.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 7,070

 ２ 災害保険金 12,538 19,608 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 2,481

 ２ 固定資産除却損 8,977

 ３ 減損損失 178,672

 ４ 災害損失 4,540

 ５ 投資有価証券評価損 216

 ６ ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 164 195,052 0.7

   税金等調整前中間(当期)純利益 122,088 0.4

   法人税、住民税及び事業税 91,594

   法人税等調整額 △11,456 80,138 0.3

   少数株主利益又は少数株主損失(△) 3,966 0.0

   中間(当期)純利益 37,983 0.1
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前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(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前当期純利益 122,088
 ２ 減価償却費 385,487
 ３ 減損損失 178,672
 ４ 固定資産の除却損 8,977
 ５ 投資有価証券の評価損 216
 ６ のれん償却額 12,773
 ７ 貸倒引当金の増減額(減少は△) 1,049
 ８ 賞与引当金の増減額(減少は△) 25,481
 ９ 退職給付引当金の増減額(減少は△) △105,925
 10 ポイント引当金の増減額(減少は△) △2,453
 11 役員退職慰労引当金の増減額(減少は△) 23,324
 12 受取利息及び受取配当金 △44,722
 13 支払利息 146,317
 14 為替差損益(差益は△) △4,660
 15 固定資産売却損益(売却益は△) △4,589
 16 災害保険金 △12,358
 17 売上債権の増減額(増加は△) △142,144
 18 たな卸資産の増減額(増加は△) 411,644
 19 仕入債務の増減額(減少は△) 236,199
 20 その他 △117,150

    小計 1,402,336

 21 利息及び配当金の受取額 34,952
 22 利息の支払額 △144,433
 23 災害保険金の受取額 12,538
 24 法人税等の支払額 △395,436

   営業活動によるキャッシュ・フロー 909,957

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
 １ 定期預金の預入による支出 △15,674
 ２ 定期預金の払戻による収入 12,068
 ３ 有価証券の取得による支出 △2,750
 ４ 有価証券の償還による収入 2,754
 ５ 固定資産の取得による支出 △1,488,446
 ６ 固定資産の売却による収入 12,233
 ７ 投資有価証券の取得による支出 △11,997
 ８ 連結子会社株式の取得による支出 △1,350
 ９ 貸付けによる支出 △16,134
 10 貸付金の回収による収入 78,612
 11 差入保証金にかかる支出 △26,575
 12 差入保証金の回収による収入 21,081
 13 その他 △10,974

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,447,150

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
 １ 短期借入れによる収入 303,000
 ２ 短期借入金の返済による支出 △290,000
 ３ 長期借入れによる収入 1,600,000
 ４ 長期借入金の返済による支出 △1,501,502
 ５ 自己株式の取得による支出 △270
 ６ 配当金の支払額 △121,440
 ７ 少数株主への配当金の支払額 △1,050

   財務活動によるキャッシュ・フロー △11,262

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△) △548,455

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,207,152

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,658,697
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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 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称 

  事業区分は、商品の類似性及び販売経路の共通性を考慮して区分しております。各区分に属する主要な商品

は、次のとおりであります。 

   石油関連商品販売事業……ガソリン、軽油、灯油、重油、潤滑油 

   ガス関連商品販売事業……ＬＰガス、厨房機器、冷暖房用機器、住宅設備機器 

   外食事業……………………ケンタッキーフライドチキン、ピエトロ・バルコーネ 

   書籍・ＣＤ販売等事業……書籍、ＣＤ、テレビゲーム、パソコン、携帯電話 

   建設関連事業………………住宅、土地、冷暖房用機器、住宅設備機器 

   自動車関連商品販売事業…新車、中古車、整備、車検、タイヤ 

   その他の事業………………ミネラルウォーター 

２ 前中間連結会計期間における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370,494

千円であり、提出会社の事務部門(総務、経理、人事部門等)にかかる費用であります。 

  

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、所在地別セグメント情報は

作成しておりません。 

  

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) 

海外売上高はありません。 

  

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

石油 
関連商品 
販売事業 
(千円)

ガス 
関連商品 
販売事業 
(千円)

外食事業
(千円)

書籍・
ＣＤ販売
等事業 
(千円)

建設関連
事業 
(千円)

自動車
関連商品 
販売事業 
(千円)

その他の
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

18,348,719 4,381,723 2,433,717 1,646,019 641,722 475,991 185,523 28,113,416 ― 28,113,416

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

32,944 39,915 ― 449 270,319 59,418 23,215 426,262 (426,262) ―

計 18,381,663 4,421,638 2,433,717 1,646,468 912,041 535,409 208,739 28,539,679 (426,262) 28,113,416

  営業費用 18,207,483 4,207,922 2,185,540 1,634,714 951,713 548,940 192,617 27,928,932 (43,371) 27,885,560

  営業利益又は 
  営業損失(△)

174,180 213,716 248,177 11,754 △39,672 △13,530 16,121 610,747 (382,890) 227,856

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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