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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 780,909 ― 7,091 ― 7,498 ― 3,907 ―

20年3月期第3四半期 627,242 6.9 5,465 1.6 5,456 1.2 2,318 3.6

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3四半期 51.77 ―

20年3月期第3四半期 30.71 29.84

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3四半期 208,696 51,815 24.5 677.97
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3四半期  51,080百万円 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  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 1,000,000 16.0 7,000 △7.1 7,500 0.6 3,500 6.1 46.45

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、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．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及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、連結業績予想に関しましては、３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3四半期  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3四半期  718,093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3四半期  75,472,567株 20年3月期第3四半期  75,513,815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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国金融危機を契機とした世界的な景気後退が波及し、輸出

や企業収益が大幅に減少するとともに、雇用情勢も急速に悪化するなど厳しい状況となった。 

石油業界においては、燃料油の国内需要が低迷を続けるなか、原油価格の高騰、急落とともに石油製品の価格が

大きく変動する状況となった。 

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などにより販売網の拡大を図るとともに、収

益の確保に努めた。 

その結果、当第３四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12月31日までの業績が連結対象となったことなどにより  億９百万円（前年同期比24.5％増）、営業

利益は70億91百万円（前年同期比29.7％増）、経常利益は74億98百万円（前年同期比37.4％増）、四半期純利益は

39億７百万円（前年同期比68.5％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 

石油関連事業における商品売上高は、 億44百万円(前年同期比26.0％増)となり、営業利益は64億５百万

円(前年同期比36.9％増)となった。   

  

（２)ガス関連事業 

ガス関連事業における商品売上高は、427億60百万円(前年同期比6.2％増)となり、営業利益は７億41百万円

(前年同期比21.6％増)となった。 

   

（３)航空関連事業他 

航空関連事業他における商品売上高は、99億４百万円(前年同期比13.0％増)となり、営業利益は14億40百万

円(前年同期比12.3％減)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３四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211億40百万円増加し、2,086億96百万円となった。  

負債合計は、借入金の増加や社債発行などから前連結会計年度末に比べ217億59百万円増加し、1,568億81百万

円となった。 

純資産合計は、利益剰余金が増加したものの、有価証券評価差額金の減少などから前連結会計年度末に比べ６

億18百万円減少し、518億15百万円となった。 

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24.5％となった。 

   

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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112億91百万円増加し289億３百万円となった。 

当第３四半期連結会計期間末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99億93百万円となった。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上

や売上債権の減少によるものである。なお、前年同期は134億50百万円の資金の減少である。 

（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33億88百万円となった。これは主に、有形固定資産の取得によるもの

である。なお、使用した資金は前年同期比１億95百万円減少している。 

7,809

7,282
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（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46億86百万円となった。これは主に、社債発行によるものである。な

お、前年同期は45億67百万円の資金の減少である。 

    

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の通期の連結業績予想につきましては、経済情勢が急激に悪化するなかで、燃料油の需要や市況

などの先行きが不透明であることから、平成20年11月11日に公表した予想数値を修正しておりません。今後の業績

の進捗状況を踏まえ、修正が必要であると判断した場合には、速やかに情報開示いたします。 

  

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） 

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３四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） 

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３四半期連結累計

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３四半期連結累計期間の売上総利益85百万円、営業利益および経常利益が

84百万円、税金等調整前四半期純利益が96百万円（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） 

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３四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。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 29,059 18,747

受取手形及び売掛金 71,480 66,639

有価証券 169 40

商品及び製品 6,086 7,190

仕掛品 372 358

原材料及び貯蔵品 129 151

その他 1,952 1,723

貸倒引当金 △200 △235

流動資産合計 109,049 94,614

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 58,231 52,651

減価償却累計額 △34,167 △29,725

建物及び構築物（純額） 24,064 22,925

機械装置及び運搬具 29,201 26,386

減価償却累計額 △21,069 △18,437

機械装置及び運搬具（純額） 8,131 7,949

土地 27,278 23,972

その他 6,300 4,398

減価償却累計額 △2,782 △2,445

その他（純額） 3,518 1,953

有形固定資産合計 62,991 56,800

無形固定資産   

のれん 9,437 8,795

その他 1,730 1,284

無形固定資産合計 11,168 10,079

投資その他の資産   

投資有価証券 17,310 22,263

その他 8,491 3,984

貸倒引当金 △706 △839

投資その他の資産合計 25,095 25,408

固定資産合計 99,254 92,288

繰延資産   

開発費 391 651

繰延資産合計 391 651

資産合計 208,696 187,555
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 65,658 67,015

短期借入金 9,217 4,385

1年内返済予定の長期借入金 6,098 5,461

1年内償還予定の社債 8,400 1,000

未払法人税等 1,845 2,588

賞与引当金 864 1,461

役員賞与引当金 64 82

工事損失引当金 － 36

その他 10,679 8,324

流動負債合計 102,827 90,356

固定負債   

社債 13,750 11,150

長期借入金 22,128 17,467

退職給付引当金 4,261 3,506

役員退職慰労引当金 482 416

特別修繕引当金 373 349

訴訟損失引当金 290 290

その他 12,768 11,585

固定負債合計 54,053 44,764

負債合計 156,881 135,121

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 35,565 32,366

自己株式 △240 △182

株主資本合計 53,121 49,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,280 2,368

繰延ヘッジ損益 － 28

土地再評価差額金 △759 △712

評価・換算差額等合計 △2,040 1,684

少数株主持分 734 770

純資産合計 51,815 52,433

負債純資産合計 208,696 187,555
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

商品売上高 779,274

工事売上高 1,634

売上高合計 780,909

売上原価  

商品売上原価 739,168

工事売上原価 1,388

売上原価合計 740,557

売上総利益 40,351

販売費及び一般管理費 33,259

営業利益 7,091

営業外収益  

受取利息 636

受取配当金 342

投資有価証券売却益 335

その他 505

営業外収益合計 1,819

営業外費用  

支払利息 991

その他 421

営業外費用合計 1,413

経常利益 7,498

特別利益  

固定資産売却益 550

貸倒引当金戻入額 147

その他 12

特別利益合計 710

特別損失  

固定資産除売却損 379

減損損失 95

損害賠償金 61

投資有価証券評価損 46

特別損失合計 583

税金等調整前四半期純利益 7,625

法人税、住民税及び事業税 3,415

法人税等調整額 303

法人税等合計 3,718

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 3,907
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

商品売上高 273,591

工事売上高 618

売上高合計 274,209

売上原価  

商品売上原価 259,921

工事売上原価 556

売上原価合計 260,477

売上総利益 13,732

販売費及び一般管理費 11,970

営業利益 1,761

営業外収益  

受取利息 258

受取配当金 128

投資有価証券売却益 3

その他 111

営業外収益合計 500

営業外費用  

支払利息 359

その他 182

営業外費用合計 542

経常利益 1,719

特別利益  

固定資産売却益 489

貸倒引当金戻入額 63

特別利益合計 552

特別損失  

固定資産除売却損 123

投資有価証券評価損 42

特別損失合計 166

税金等調整前四半期純利益 2,105

法人税、住民税及び事業税 730

法人税等調整額 388

法人税等合計 1,118

少数株主利益 6

四半期純利益 980
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 7,625

減価償却費 3,814

のれん償却額 863

貸倒引当金の増減額（△は減少） △287

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） △741

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 250

受取利息及び受取配当金 △978

支払利息 991

有形固定資産売却益 △550

有形固定資産除却損及び売却損 283

減損損失 95

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △335

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 46

売上債権の増減額（△は増加） 7,620

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,862

その他の流動資産の増減額（△は増加） △418

仕入債務の増減額（△は減少） △8,867

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,571

その他 1,294

小計 14,087

利息及び配当金の受取額 964

利息の支払額 △921

法人税等の支払額 △4,137

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,993

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 △1,574

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 649

有形固定資産の取得による支出 △2,841

有形固定資産の売却による収入 908

無形固定資産の取得による支出 △1,335

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△619

関係会社株式の取得による支出 △117

その他 1,542

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,388

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） △8,230

長期借入れによる収入 7,408

長期借入金の返済による支出 △3,590

社債の発行による収入 9,911

自己株式の取得による支出 △57

配当金の支払額 △755

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,291

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 28,903
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間16億18

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  256,994  13,654  3,560  274,209  －  274,209

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 462  63  464  991  △991  －

計  257,457  13,718  4,025  275,201  △991  274,209

営業利益  1,564  251  459  2,274  △513  1,761

  
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  728,244  42,760  9,904  780,909  －  780,909

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,511  126  893  2,531  △2,531  －

計  729,755  42,887  10,797  783,440  △2,531  780,909

営業利益  6,405  741  1,440  8,587  △1,495  7,091

 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 
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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、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３四半期連結累計期間の売上高が「航空関連事業他」で９億58百

万円増加し、営業利益が84百万円増加している。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）および当第３四半期連結累

計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）および当第３四半期連結累

計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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  

 該当事項なし。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）第３四半期連結損益計算書 

  

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高                  

１．商品売上高  625,731            

２．完成工事高       1,510  627,242  100.0

Ⅱ 売上原価                  

１．商品売上原価  591,197            

２．完成工事原価       1,392  592,589  94.5

売上総利益        34,652  5.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        29,186  4.6

営業利益        5,465  0.9

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  418            

２．受取配当金  280            

３．投資有価証券売却益  137            

４．その他  223  1,060  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  876            

２．その他  193  1,070  0.2

経常利益        5,456  0.9

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  271            

２．貸倒引当金戻入額  9  280  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損及び売却
損  282            

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  749  0.1

税金等調整前第３四半期
純利益        4,988  0.8

法人税、住民税及び事業
税  2,616            

法人税等調整額  114  2,731  0.0

少数株主損失        62  0.0

第３四半期純利益        2,318  0.4
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（２）第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前第３四半期
純利益  4,988

減価償却費   3,454

のれん償却額   663

貸倒引当金の増減額  50

工事損失引当金の増減額  37

賞与引当金の増減額  △956

役員賞与引当金の増減額 △16

退職給付引当金の増減額 △510

受取利息及び受取配当金 △699

支払利息  876

有形固定資産売却益 △271

有形固定資産除却損及び
売却損  171

減損損失  341

投資有価証券売却益 △137

投資有価証券評価損  0

売上債権の増減額 △8,932

棚卸資産の増減額 △3,189

その他流動資産の増減額 △323

仕入債務の増減額 △6,343

その他流動負債の増減額  1,922

その他 △1,243

小計 △10,117

利息及び配当金の受取額  699

利息の支払額 △872

法人税等の支払額 △3,159

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△13,450
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前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 

△2,446

投資有価証券の売却によ
る収入  1,728

有形固定資産の取得によ
る支出 

△2,370

有形固定資産の売却によ
る収入  541

無形固定資産の取得によ
る支出 

△440

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
収入    

 80

その他 △677

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△3,583

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 △276

長期借入による収入  3,580

長期借入金の返済による
支出 

△1,897

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 

△6

少数株主への配当金の支
払 

△12

配当金の支払額 △868

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△4,567

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 

△21,601

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 

 16,034
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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３四半期連結会計期間15億62

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。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期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〕 

当第３四半期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。  

  
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  578,198  40,277  8,766  627,242  －  627,242

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,232  23  1,088  2,345  △2,345  －

計  579,431  40,300  9,855  629,587  △2,345  627,242

営業費用  574,750  39,690  8,212  622,653  △877  621,776

営業利益  4,680  610  1,643  6,933  △1,467  5,465

 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 
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