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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 251,225 △5.2 4,866 93.6 4,972 62.1 1,813 14.5
20年3月期 265,122 8.9 2,514 △4.6 3,067 △6.3 1,584 27.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 29.25 ― 4.1 6.3 1.9
20年3月期 24.20 ― 3.6 3.6 0.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △6百万円 20年3月期  0百万円

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 70,756 44,110 62.3 674.18
20年3月期 87,403 43,565 49.8 665.69

（参考） 自己資本   21年3月期  44,071百万円 20年3月期  43,526百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 11,273 △3,525 △10,322 17,525
20年3月期 2,789 △2,317 961 20,213

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 980 62.0 2.2
21年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 980 51.3 2.2

22年3月期 
（予想）

― ― ― 15.00 15.00 49.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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）

 

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

90,000 △29.5 200 △85.1 400 △73.8 200 △66.9 3.06

通期 240,000 △4.5 3,300 △32.2 3,800 △23.6 2,000 10.3 30.60



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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 10,383,057株 20年3月期 10,368,490株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 232,357 △7.2 2,648 39.7 2,922 14.9 763 △45.9

20年3月期 250,256 8.6 1,896 4.2 2,542 △1.2 1,410 △66.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 12.31 ―

20年3月期 21.55 ―

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 63,758 40,591 63.7 620.94
20年3月期 82,828 41,081 49.6 628.27

（参考） 自己資本 21年3月期  40,591百万円 20年3月期  41,081百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 平成22年３月期の連結業績予想は、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。 



  

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

＜当期の経営成績＞ 

平成 20 年度のわが国経済は、上半期においては、設備投資、輸出ともに堅調に推移したもの

の、９月に起きたリーマン・ブラザーズの破綻を契機に金融市場が混乱し、景況感が一気に悪化し

ました。下半期に入ると企業収益の減少幅は月を追うごとに拡大し、景気後退が一段と鮮明にな

りました。 
石油業界におきましては、増大する石油需要を背景に原油価格は急騰し平成 20 年７月には１

バレル当たり 147 ドル（WTI）の過去最高値をつけた後、投機資金の流出などにより、わずか５ヶ月

間で100ドル以上も下落するなど激しく変動しました。ＬＰガス業界においても同様に、ＬＰガス輸入

価格が７月にトン当たり905ドルと最高値を更新し、その後500ドルを超える大幅な下落となるなど、

大きく変動して推移しました。 

 
このような状況下で、当社及びグループ企業は、中期経営計画｢A・LIVE2010｣の展開を通して、

以下の施策を実施いたしました。 

 

① エネルギー事業 

  石油部門におきましては、卸売事業では、上期においては産業用、船舶用重油の販売が大

きく伸びました。また、年間を通じて原油価格や先物市場に連動した迅速な価格改定を実施す

るとともに、市況下落時における在庫の管理を徹底し差益の確保に努めました。さらに、同業他

社との連携による灯油センターの利用拡大を推進しました。小売事業では直営ＳＳの改装、セル

フ化を進め、ガソリン、軽油の増販に注力いたしました。 

  ＬＰガス部門におきましては、卸売事業では輸入価格の変動に機敏に対応することにより、

適正な収益の確保に努めるとともに販売店向け業務支援サイト「ビジネスひまわり」の拡充強化

を図り、迅速な情報提供を進めました。また、営業権の承継、Ｍ＆Ａを推進し、販売基盤を拡大

しました。小売事業では、ガス料金の透明化を図るため原料費調整制度を導入するとともに、ガ

ス設備の安全点検活動である「ふれあい点検」を実施し、消費者の支持を得てまいりました。 

  生活関連部門におきましては、各地において消費者との接点強化を図るため感謝祭や料理

教室等のイベント活動を積極的に展開し、環境に配慮した高効率ガス機器等の販売を促進しま

した。さらにグループ内のリフォームデザイン会社を活用し、付加価値の高いリフォーム関連商

品の販売に注力しました。 

② その他の事業 

抗菌・環境その他の部門におきましては、抗菌剤「ゼオミック」を繊維、自動車、衛生材料など各

分野に拡販したほか、防カビ剤「エッセンガード」及び消臭剤「ダッシュライト」の提案活動を推進い

たしました。また、コンクリート用抗菌剤「ゼオマイティ」を国内及び海外の下水道分野において積

極的に展開いたしました。バイオマス燃料については、環境意識の高まりによる需要増大の中、

木質系廃材の集荷に注力し、収益をあげることができました。また、輸入販売事業においては、健

康・環境ブームの中、自転車の輸入販売が好調に推移いたしました。さらに、当社グループの小



  

売事業の業容拡大に向けて、技術力及びサービス力の優れた空調設備会社を傘下におさめ、工

事力の強化を図りました。 

 

以上の結果、当期の業績は、売上高は、需要期である下期の石油製品価格が下落したため、

2,512億２千５百万円（前期比5.2％減）となりました。しかしながら、これまで実施してきた卸売機能

と小売機能をそれぞれ分離・集約する企業再編、物流の合理化、ＬＰガス消費者の積極的獲得等

の効果により、営業利益は 48 億６千６百万円（前期比 93.6％増）、経常利益は 49 億７千２百万円

（前期比 62.1％増）となりました。また、特別損失として投資有価証券評価損及び過年度未払賃金

等を計上した結果、当期純利益は 18 億１千３百万円（前期比 14.5％増）となりました。 

 

＜次期の見通し＞ 

世界経済は各国の経済対策の効果により底打ち感への期待が広がっているものの、国内にお

ける設備投資の抑制、個人消費の冷え込みは続くものと思われます。エネルギー業界においても、

景気後退による節約や再生可能エネルギーへの転換・推進等により、石油製品及びＬＰガスの需

要は大きく減少し、競争も激しくなり、厳しい経営環境になると考えております。 

そのような状況の下、当社及びグループ企業は、当期を初年度とする中期経営計画｢A・

LIVE2010｣（３カ年）を推進しております。当期の業績は計画を上回る水準で進捗しましたが、これ

からも快適生活を実現する企業グループであり続けるために、将来に向けた基盤作りを優先課題

として、販売力の強化とコスト競争力の向上、拠点・設備の拡充、人材育成やシステム開発、新規

事業への投資に注力いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（２）財政状態に関する分析 

＜資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析＞ 

① 当期における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況 

当社及びグループ企業の当期末の総資産は 707 億５千６百万円となり、前期と比較して

166 億４千７百万円減少しました。減少の主な要因は、仕入価格の下落に伴い売上債権やた

な卸資産が減少したことと、保有有価証券の時価が下落したことにより投資有価証券が減少

したことによるものです。 

また、純資産は 441 億１千万円となり、前期と比較して５億４千５百万円増加しました。

主な要因は、当期純利益により利益剰余金が増加したためであります。 

以上により、自己資本比率は前期と比較して 12.5 ポイント増加し、62.3％となりました。 

当期における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、175 億２千５百万円（前期比

13.3％減）となりました。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す。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、112 億７千３百万円（前期比 84 億８千４百万円増）となり

ました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益 33 億６千４百万円、たな卸資産の減少額

並びに売上債権の減少額が仕入債務の減少額を上回ったことによるものです。 

（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、35 億２千５百万円（前期比 12 億 8 百万円増）となりまし

た。この主な要因は、固定資産の取得による支出及び新規子会社株式の取得による支出に

よるものです。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、103 億２千２百万円（前期比 112 億８千３百万円増）とな

りました。この主な要因は、借入金の返済、コマーシャル・ペーパーの償還、配当金の支払い

によるものです。 

 

② 次期の見通し 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益による増加を見込ん

でおります。また、減価償却費につきましては、前期と比較して大幅に変動する予定はあり

ません。 

投資活動に使用されるキャッシュ・フローは、主に販売能力増強のための設備投資を予定

しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払い、運転資金の効率的な調達及

び返済等を見込んでおり、現金及び現金同等物の適正な残高維持に努めます。 

 

 

 

 

 



  

 （キャッシュ･フロー関連指標の推移） 

 21 年３月期 20 年３月期 19 年３月期 18 年３月期 

自己資本比率 62.3％ 49.8％ 53.3％ 58.6％ 

時価ベースの自己資本比率 39.3％ 30.6％ 46.4％ 60.7％ 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 0.2 年 4.0 年 9.2 年 0.3 年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 313.1 99.6 29.6 109.8 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

ａ．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

ｂ．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しています。 

ｃ．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用し、利払いは、同計算書の利息の支払額を使用しています。有利子負債は、連結貸借対照表

に計上されている借入金、社債及びコマーシャル・ペーパーの合計額を対象としています。 

 

（３）利益配分に関する基本方針 

＜当期及び次期の剰余金の配当（予想）＞ 

当社は、株主各位に対する利益還元を経営の最重要政策と位置づけ、連結配当性向を 30％以

上に置きつつ、成長への投資活動、財政状況、利益水準などを勘案して、安定的な配当の実施に

努めてまいります。内部留保資金につきましては、事業領域拡大のための原資とするとともに、営業

拠点の整備等の設備投資として充当していく予定です。 

また、当期の配当といたしましては、１株当たり 15 円を予定しております。次期の配当につきまし

ても１株当たり 15 円を予定いたします。 

 

 



　 当社の企業集団は、当社、連結子会社41社、非連結子会社１社、関連会社15社で構成され、主な事業内容と当該事業に

おける位置付けは次の通りであります。

　〈 事業系統図 〉

都市ガス供給 液化石油ガスの販売 抗菌性ゼオライトの

連結子会社 連結子会社 製造及び販売

北海道シナネンガス販売㈱ 佐倉瓦斯㈱ 連結子会社

シナネン東北ガス販売㈱ ㈱管洋商店

シナネン関東ガス販売㈱ 東京無煙燃料㈱

長野シナネン販売㈱ ㈱直井商店

中部シナネンガス販売㈱ マツバホームガス㈱

関西シナネンガス販売㈱ 北部ガス㈱

ガソリンスタンド等の経営 四国シナネン販売㈱ 関東コスモガス㈱

連結子会社 福洋ガス㈱ 近畿コスモガス㈱

シナネン石油㈱ ㈲加須ガス 兵庫ツバメプロパン販売㈱

㈱シナネン・オートガス ㈲石英エネルギー 関連会社 　２社

（㈱管洋商店） ㈱ニチエネ・ガス販売

竜ケ崎ガス販売㈱

（役務提供）

ＬＰガスの保安及びＬＰガス等の配送業務 その他

連結子会社 関連会社 連結子会社

㈱シナネン北海道ひまわりガスセンター ㈱茨城エナジック 品川開発㈱

㈱シナネン東北ひまわりガスセンター 武蔵エナジックセンター㈱ ㈱パイプおじさん

㈱シナネンひまわりサービスセンター ㈱セキュリティネットワーク SINANEN DO BRASIL 

㈱シナネン中部ひまわりガスセンター ㈱ホームエナジック京葉 INDUSTRIA E COMERCIO 

㈱シナネン関西ひまわりガスセンター ㈱神奈川エナジック DE CONBUSTIVEIS LTDA

㈱ハイネンひまわりガスセンター 岐阜エルピーガス供給センター㈱ 協和熱学工業㈱

㈱エナジック関東 播磨西エナジック㈱ 寿設備工業㈱

㈱ミノス

（役務提供） 非連結子会社

㈱プランドゥプラス
石油製品等各種燃料、 関連会社

石油・ガス器具等生活物資の販売 ITC LNG FINANCE

連結子会社 関連会社 (CAYMAN) LIMITED

品川ハイネン㈱ ㈱新潟品川 アスクラス㈱

マツバ産業㈱ 山梨品川燃料㈱

三河品川燃料㈱

㈱庄内品川

固形燃料等の製造
連結子会社

１．㈱直井商店は平成20年４月に株式を取得しました。

２．㈱プランドゥプラスは平成20年４月に株式を取得しましたが、連結の範囲から除いております。

３．マツバホームガス㈱は平成20年９月に株式の追加取得により関連会社から連結子会社となりました。

４．北部ガス㈱は平成20年11月に株式を取得しました。

５．寿設備工業㈱は平成20年12月に株式を取得しました。

６．関東コスモガス㈱は平成20年12月に株式を取得しました。

７．近畿コスモガス㈱は平成20年12月に株式を取得しました。

８．兵庫ツバメプロパン販売㈱は平成20年12月に株式を取得しました。
９．㈱ミノスは平成21年３月に株式を取得しました。
10．当社と竜ケ崎ガス販売㈱は平成21年４月に合併いたしました。
11．シナネン東北ガス販売㈱と北部ガス㈱は平成21年４月に合併いたしました。
12．シナネン関東ガス販売㈱と㈱ニチエネ・ガス販売及び佐倉瓦斯㈱は平成21年４月に合併いたしました。

　（注）

エ　　ネ　　ル　　ギ　　ー　　事　　業

石油製品、液化石油ガス、固形燃料、石油･ガス器具等生活物資

その他の事業

抗菌性ゼオライト
木質系チップ他

（
役
務
提
供

）

㈱シナネンゼオミック

２．企業集団の状況　

　㈱イシネン

得　　　意　　　先　　　及　　　び　　　消　　　費　　　者

日高都市ガス㈱

当　　　　　　　　社　　（シ　　　ナ　　　ネ　　　ン　　　㈱）



< 関係会社の状況 >

資　本　金 議決権の所有

（百万円） 割 合（％）

（連結子会社）

当社は商品を同社に販売しております。

役員の兼任　あり

当社は商品を同社に販売しております。

シナネン関東ガス販売㈱ 100.0 なお、当社所有の事務所を賃借しております。

役員の兼任　あり

当社はガス類を同社に販売しております。

役員の兼任　あり

当社は石油製品を同社に販売しております。

なお、当社よりガソリンスタンド設備を賃借して

おります。

役員の兼任　あり

当社は商品を同社に販売しております。

役員の兼任　なし

当社所有の工場設備を賃借しております。

役員の兼任　あり

当社は商品を同社に販売しております。また当社は

原料石炭を同社に販売し、同社より固形燃料等を仕

入れております。なお、当社所有の事務所及び工場

設備を賃借しております。

役員の兼任　あり

当社はガス類を同社に販売しております。

役員の兼任　あり

同社は当社グループの得意先等に対してＬＰガスの保

㈱シナネンひまわり 安及び配送業務等を行っております。なお、当社所有

サービスセンター の事務所を賃借しております。

役員の兼任　あり

その他　３２社

(注)１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　　２．上記関係会社のうち、特定子会社に該当するものはありません。

シ ナ ネ ン 石 油 ㈱

㈱シナネン・オートガス 東京都品川区

㈱ イ シ ネ ン 宮城県石巻市

埼玉県越谷市

マ ツ バ 産 業 ㈱ 兵庫県高砂市

㈱シナネンゼオミック

関　　係　　内　　容

100.0

80.0

100.0

埼玉県北葛飾郡
松伏町

98

50

エネルギー事業40

その他の事業

エネルギー事業

名古屋市港区

エネルギー事業

エネルギー事業

100.0

20 エネルギー事業

40

100.0

名　　　　称 住　　　所 主要な事業の内容

品 川 ハ イ ネ ン ㈱ 石川県金沢市 96 エネルギー事業

100.0

100.0

エネルギー事業

30

エネルギー事業

100.0

日 高 都 市 ガ ス ㈱ 埼玉県日高市 80

300
埼玉県北葛飾郡
松伏町



 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社及びグループ企業は、企業の社会的責任を果たすべく、株主、取引先、地域社会、従業員等

の利益を十分に考慮した経営に取り組んでまいります。特に、ライフラインにかかわる事業を担う企

業として、安全管理及びリスクマネジメントの拡充に取り組むとともに、コンプライアンスの重視、地

球環境への配慮などをグループ全体に浸透させてまいります。また、エネルギー及び快適生活向上

のための商品・サービスの提供を通じ、人々の、より快適、清潔、健康な生活と幸福の実現を目指し、

社会の生活向上に貢献することを基本方針としております。 

 

(２)目標とする経営指標 

株主資本の効率的な運用による投資効率の高い経営を目指すため、目標とする経営指標として

ＲＯＥ（株主資本利益率）を採用しております。そして、当社及びグループ企業は中期経営計画｢A・

LIVE2010｣において、平成 22 年度の連結ＲＯＥ6.0％以上を目標としております。なお、特別損失の

計上等の影響により平成 20 年度末における連結ＲＯＥは 4.1％にとどまっております。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社及びグループ企業は、大きな経営環境の変化に対応し、エネルギー間競争を勝ち残るため

の強靭な体力を手に入れるため、平成 20 年４月から平成 23 年３月までの期間に対応する、中期経

営計画「A・LIVE2010」を展開しております。 

詳しくは、以下をご参照ください。 

 

http://www.sinanen.com/ir/index.html 

 

 

（４）会社の対処すべき課題 

米国をはじめ世界経済は、いまだ不安定な状態にあり、国内の景気動向は引き続き低迷しており

ます。企業の設備投資が減少し、個人消費も弱まる中で、エネルギー需要の回復については、なお

厳しい状況が予想されます。さらに、環境意識の高まりと低炭素社会に向けた官民をあげての取り

組みにより、エネルギーの節約志向は今後一層強まるものと考えられます。そのような状況におい

て、当社及びグループ企業は、今後も快適生活プロバイダーとして社会に貢献する企業グループで

あり続けたいと考えております。そのため、中期経営計画「A・LIVE2010」を展開し、事業基盤の再構

築を進め、環境変化への対応力を高めるとともに、電力・都市ガス等のエネルギー間競争に打ち勝

つ強固な企業体質への変革を目指します。 

エネルギー事業分野におきましては、卸売事業は効率化を一層追求し、営業力を強化するととも

に、太陽光発電・エネファームなど環境に配慮した商品提案を推進し、更なる事業規模の拡大を進

めてまいります。また、小売事業におきましては、ＬＰガスを消費者が安心して利用できるよう安全点

検活動を推進し、消費者との絆を大切にしてまいります。さらに空調、リフォーム、水周りのメンテナ



 

ンス等、事業の拡大を図りながらライフサポートビジネスの展開を進めてまいります。非エネルギー

事業分野におきましては、バイオマス燃料のリサイクル工場増設、抗菌事業の新商品開発への投

資を積極的に推進するとともに、資産の有効活用及び新規事業の提案制度などを充実させ、新しい

事業の柱を育ててまいります。 

さらに、当社及びグループ企業は、活力ある人材を育成するため、社員教育に一層注力するとと

もに、業務の効率化を図るため、コンピュータシステムの再構築を推進してまいります。 

 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,267 17,636

受取手形及び売掛金 31,892 19,872

有価証券 1,000 100

たな卸資産 4,563 －

商品及び製品 － 2,547

仕掛品 － 10

原材料及び貯蔵品 － 88

繰延税金資産 349 490

その他 997 679

貸倒引当金 △179 △79

流動資産合計 57,890 41,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,107 14,179

減価償却累計額 △8,232 △8,518

建物及び構築物（純額） 5,874 5,660

機械装置及び運搬具 8,552 9,046

減価償却累計額 △5,944 △6,261

機械装置及び運搬具（純額） 2,608 2,785

土地 8,710 9,698

リース資産 － 107

減価償却累計額 － △10

リース資産（純額） － 97

建設仮勘定 5 46

その他 690 802

減価償却累計額 △481 △524

その他（純額） 208 277

有形固定資産合計 17,407 18,567

無形固定資産   

のれん 702 1,780

その他 405 667

無形固定資産合計 1,107 2,447

投資その他の資産   

投資有価証券 6,275 4,778

長期貸付金 169 114

長期前払費用 3,492 2,530

繰延税金資産 289 149

その他 1,045 1,264

貸倒引当金 △275 △442

投資その他の資産合計 10,997 8,394

固定資産合計 29,512 29,409

資産合計 87,403 70,756



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,823 14,489

短期借入金 6,153 1,701

コマーシャル・ペーパー 4,000 －

1年内償還予定の社債 － 48

未払金 2,207 1,420

リース債務 － 19

未払法人税等 835 939

未払消費税等 76 464

引当金   

賞与引当金 524 689

その他 1,066 1,581

流動負債合計 38,686 21,354

固定負債   

社債 － 55

長期借入金 870 917

リース債務 － 78

繰延税金負債 696 502

引当金   

退職給付引当金 2,439 2,542

役員退職慰労引当金 94 117

長期預り保証金 592 740

その他 458 338

固定負債合計 5,151 5,292

負債合計 43,837 26,646

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金 11,773 11,770

利益剰余金 21,192 22,025

自己株式 △5,775 △5,777

株主資本合計 42,820 43,648

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 706 430

繰延ヘッジ損益 △4 2

為替換算調整勘定 3 △10

評価・換算差額等合計 705 422

少数株主持分 38 38

純資産合計 43,565 44,110

負債純資産合計 87,403 70,756



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 265,122 251,225

売上原価 237,179 220,252

売上総利益 27,943 30,972

販売費及び一般管理費 25,428 26,106

営業利益 2,514 4,866

営業外収益   

受取利息 83 62

受取配当金 139 133

受取手数料 66 60

軽油引取税交付金 123 101

保険返戻金 29 13

持分法による投資利益 0 －

デリバティブ利益 164 －

その他 352 403

営業外収益合計 959 774

営業外費用   

支払利息 29 40

為替差損 291 170

貸倒引当金繰入額 9 1

持分法による投資損失 － 6

デリバティブ損失 － 378

その他 75 72

営業外費用合計 406 668

経常利益 3,067 4,972

特別利益   

固定資産売却益 31 6

投資有価証券売却益 9 1

収用補償金 160 －

特別利益合計 201 8

特別損失   

固定資産売却損 14 9

固定資産除却損 186 112

過年度役員退職慰労引当金繰入額 78 －

減損損失 41 54

のれん償却額 － 114

リース解約損 4 4

投資有価証券評価損 － 972

過年度未払賃金 － 320

過年度租税公課 － 28

和解金 2 －

その他 18 －

特別損失合計 346 1,615

税金等調整前当期純利益 2,922 3,364

法人税、住民税及び事業税 1,350 1,538

法人税等調整額 △10 10

法人税等合計 1,339 1,549

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 1

当期純利益 1,584 1,813



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 15,630 15,630

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,630 15,630

資本剰余金   

前期末残高 11,774 11,773

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △3

当期変動額合計 △0 △3

当期末残高 11,773 11,770

利益剰余金   

前期末残高 20,916 21,192

当期変動額   

剰余金の配当 △1,309 △980

当期純利益 1,584 1,813

当期変動額合計 275 833

当期末残高 21,192 22,025

自己株式   

前期末残高 △5,740 △5,775

当期変動額   

自己株式の処分 10 14

自己株式の取得 △44 △16

当期変動額合計 △34 △2

当期末残高 △5,775 △5,777

株主資本合計   

前期末残高 42,580 42,820

当期変動額   

剰余金の配当 △1,309 △980

当期純利益 1,584 1,813

自己株式の処分 9 11

自己株式の取得 △44 △16

当期変動額合計 240 827

当期末残高 42,820 43,648



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,475 706

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,768 △275

当期変動額合計 △1,768 △275

当期末残高 706 430

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 △4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 7

当期変動額合計 △4 7

当期末残高 △4 2

為替換算調整勘定   

前期末残高 － 3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △14

当期変動額合計 3 △14

当期末残高 3 △10

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,475 705

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,770 △282

当期変動額合計 △1,770 △282

当期末残高 705 422

少数株主持分   

前期末残高 38 38

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 38 38



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 45,095 43,565

当期変動額   

剰余金の配当 △1,309 △980

当期純利益 1,584 1,813

自己株式の処分 9 11

自己株式の取得 △44 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,769 △282

当期変動額合計 △1,529 544

当期末残高 43,565 44,110



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,922 3,364

減価償却費 3,040 2,776

のれん償却額 156 268

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） △135 △4

その他の引当金の増減額（△は減少） 78 △114

為替差損益（△は益） 143 108

持分法による投資損益（△は益） △0 6

受取利息及び受取配当金 △223 △196

支払利息 29 40

投資有価証券売却損益（△は益） △11 △1

投資有価証券評価損益（△は益） － 985

固定資産除却損 186 112

固定資産売却損益（△は益） △16 2

収用補償金 △160 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,442 12,647

たな卸資産の増減額（△は増加） △872 2,075

仕入債務の増減額（△は減少） 3,147 △9,666

預り保証金の増減額（△は減少） △65 128

長期前払費用の増減額（△は増加） △1,112 △395

その他 △634 492

小計 3,051 12,602

利息及び配当金の受取額 227 197

利息の支払額 △28 △36

保険解約による収入 412 －

収用補償金の収入額 160 －

法人税等の支払額 △1,033 △1,489

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,789 11,273

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 17 50

定期預金の預入による支出 △54 △85

投資有価証券の売却による収入 260 56

投資有価証券の取得による支出 △205 △21

固定資産の売却による収入 101 32

固定資産の取得による支出 △1,964 △1,902

短期貸付金の増減額（△は増加） 105 14

長期貸付金の回収による収入 0 30

長期貸付けによる支出 △12 △155

子会社株式の取得による支出 △5 △13

事業譲受による支出 △405 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 45

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△276 △1,224

その他 120 △352

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,317 △3,525



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） 1,029 △5,071

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 1,500 △4,000

長期借入れによる収入 310 100

長期借入金の返済による支出 △559 △350

自己株式の売却による収入 9 11

自己株式の取得による支出 △21 △18

配当金の支払額 △1,307 △983

その他 － △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 961 △10,322

現金及び現金同等物に係る換算差額 △139 △112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,293 △2,687

現金及び現金同等物の期首残高 18,919 20,213

現金及び現金同等物の期末残高 20,213 17,525

























５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,442 13,649

受取手形 1,827 992

売掛金 28,452 16,908

有価証券 1,000 100

商品 3,738 1,839

前渡金 383 193

前払費用 73 82

繰延税金資産 146 145

短期貸付金 51 22

関係会社短期貸付金 2,255 1,711

未収入金 49 91

その他 84 36

貸倒引当金 △154 △46

流動資産合計 54,350 35,728

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,513 7,461

減価償却累計額 △3,566 △3,688

建物（純額） 3,947 3,773

構築物 5,465 5,437

減価償却累計額 △3,935 △4,063

構築物（純額） 1,529 1,374

機械及び装置 4,657 4,718

減価償却累計額 △3,484 △3,621

機械及び装置（純額） 1,172 1,096

車両運搬具 149 133

減価償却累計額 △137 △125

車両運搬具（純額） 12 7

工具、器具及び備品 342 434

減価償却累計額 △223 △254

工具、器具及び備品（純額） 119 179

土地 7,545 8,169

リース資産 － 36

減価償却累計額 － △3

リース資産（純額） － 32

建設仮勘定 － 15

有形固定資産合計 14,326 14,649



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

のれん 205 136

借地権 65 60

商標権 － 0

ソフトウエア 260 272

電話加入権 44 43

電気通信施設利用権 0 0

無形固定資産合計 576 514

投資その他の資産   

投資有価証券 6,011 4,425

関係会社株式 3,478 5,235

出資金 21 10

関係会社出資金 10 10

長期貸付金 146 96

従業員に対する長期貸付金 18 16

関係会社長期貸付金 246 402

破産更生債権等 158 209

長期前払費用 3,125 2,115

差入保証金 373 352

保険積立金 16 20

敷金 248 262

その他 77 27

貸倒引当金 △359 △318

投資その他の資産合計 13,574 12,865

固定資産合計 28,478 28,029

資産合計 82,828 63,758

負債の部   

流動負債   

買掛金 23,442 13,884

短期借入金 6,000 1,495

コマーシャル・ペーパー 4,000 －

リース債務 － 6

未払金 1,964 1,110

未払費用 533 637

未払法人税等 711 252

未払事業所税 12 12

未払消費税等 － 276

前受金 35 29

預り金 998 1,566

引当金   

賞与引当金 147 185

その他 8 7

流動負債合計 37,853 19,465



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 200 200

リース債務 － 26

繰延税金負債 563 407

引当金   

退職給付引当金 2,103 2,080

長期預り保証金 586 699

その他 438 287

固定負債合計 3,892 3,701

負債合計 41,746 23,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金   

資本準備金 3,907 3,907

その他資本剰余金 7,867 7,863

資本剰余金合計 11,774 11,771

利益剰余金   

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 1,770 1,743

別途積立金 13,559 13,559

繰越利益剰余金 3,416 3,226

利益剰余金合計 18,746 18,529

自己株式 △5,773 △5,777

株主資本合計 40,377 40,153

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 708 436

繰延ヘッジ損益 △4 2

評価・換算差額等合計 703 438

純資産合計 41,081 40,591

負債純資産合計 82,828 63,758



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 249,823 231,905

賃貸料収入 432 452

売上高合計 250,256 232,357

売上原価   

商品売上原価 231,452 213,187

賃貸原価 412 472

売上原価合計 231,864 213,659

売上総利益 18,391 18,697

販売費及び一般管理費   

運送費 3,969 4,020

給料及び手当 2,707 2,660

退職給付費用 332 358

賞与金 524 485

賞与引当金繰入額 147 185

減価償却費 2,390 2,098

賃借料 1,403 1,224

貸倒引当金繰入額 132 －

手数料 1,983 2,032

その他 2,903 2,984

販売費及び一般管理費合計 16,494 16,049

営業利益 1,896 2,648

営業外収益   

受取利息 108 77

有価証券利息 8 7

受取配当金 168 180

受取手数料 254 209

保険返戻金 25 4

軽油引取税交付金 122 100

デリバティブ利益 164 －

その他 214 314

営業外収益合計 1,067 894

営業外費用   

支払利息 28 34

貸倒引当金繰入額 47 －

デリバティブ損失 － 378

その他 346 207

営業外費用合計 422 620

経常利益 2,542 2,922



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 27 0

投資有価証券売却益 9 1

収用補償金 119 －

貸倒引当金戻入額 － 123

特別利益合計 156 125

特別損失   

固定資産売却損 13 8

固定資産除却損 175 95

減損損失 41 54

投資有価証券評価損 － 971

関係会社株式評価損 － 131

過年度未払賃金 － 222

過年度租税公課 － 28

和解金 2 －

その他 0 0

特別損失合計 234 1,512

税引前当期純利益 2,464 1,535

法人税、住民税及び事業税 1,086 747

法人税等調整額 △32 25

法人税等合計 1,054 772

当期純利益 1,410 763



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 15,630 15,630

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,630 15,630

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,907 3,907

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,907 3,907

その他資本剰余金   

前期末残高 7,867 7,867

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △3

当期変動額合計 △0 △3

当期末残高 7,867 7,863

資本剰余金合計   

前期末残高 11,775 11,774

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △3

当期変動額合計 △0 △3

当期末残高 11,774 11,771

利益剰余金   

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 1,797 1,770

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △32 △27

買換資産圧縮積立金の積立 5 －

当期変動額合計 △26 △27

当期末残高 1,770 1,743

別途積立金   

前期末残高 12,059 13,559

当期変動額   

別途積立金の積立 1,500 －

当期変動額合計 1,500 －

当期末残高 13,559 13,559



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,788 3,416

当期変動額   

剰余金の配当 △1,309 △980

買換資産圧縮積立金の取崩 32 27

買換資産圧縮積立金の積立 △5 －

別途積立金の積立 △1,500 －

当期純利益 1,410 763

当期変動額合計 △1,371 △189

当期末残高 3,416 3,226

利益剰余金合計   

前期末残高 18,644 18,746

当期変動額   

剰余金の配当 △1,309 △980

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

買換資産圧縮積立金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 1,410 763

当期変動額合計 101 △217

当期末残高 18,746 18,529

自己株式   

前期末残高 △5,740 △5,773

当期変動額   

自己株式の処分 10 12

自己株式の取得 △43 △16

当期変動額合計 △32 △4

当期末残高 △5,773 △5,777

株主資本合計   

前期末残高 40,309 40,377

当期変動額   

剰余金の配当 △1,309 △980

当期純利益 1,410 763

自己株式の処分 9 9

自己株式の取得 △43 △16

当期変動額合計 68 △224

当期末残高 40,377 40,153



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,477 708

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,768 △272

当期変動額合計 △1,768 △272

当期末残高 708 436

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 △4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 7

当期変動額合計 △4 7

当期末残高 △4 2

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,477 703

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,773 △265

当期変動額合計 △1,773 △265

当期末残高 703 438

純資産合計   

前期末残高 42,787 41,081

当期変動額   

剰余金の配当 △1,309 △980

当期純利益 1,410 763

自己株式の処分 9 9

自己株式の取得 △43 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,773 △265

当期変動額合計 △1,705 △489

当期末残高 41,081 40,591
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