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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）

営業収益 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 96,893 △4.8 1,806 64.3 2,381 45.5 836 △1.6

20年3月期 101,794 3.0 1,099 △22.3 1,636 △17.2 850 △13.6

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

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 38.61 ― 2.8 6.0 1.9
20年3月期 36.62 ― 2.8 4.0 1.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  17百万円 20年3月期  13百万円

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 39,135 29,687 75.7 1,473.27
20年3月期 40,580 30,254 74.5 1,301.43

（参考） 自己資本   21年3月期  29,644百万円 20年3月期  30,214百万円

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 7,375 525 △1,125 11,591
20年3月期 △1,024 △254 △374 4,815

2.  配当の状況 

（注） 21年３月期期末配当金の内訳  普通配当  ４円25銭  記念配当  １円50銭 

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 ― 4.25 ― 4.25 8.50 199 23.2 0.7
21年3月期 ― 4.25 ― 5.75 10.00 216 25.9 0.7

22年3月期 
（予想）

― 4.25 ― 4.25 8.50 18.4

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）

 

営業収益 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

39,000 △25.5 300 △53.8 500 △44.7 280 △44.0 13.92

通期 90,000 △7.1 1,300 △28.0 1,700 △28.6 930 11.2 46.22



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  

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、21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の変更」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、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 24,053,942株 20年3月期 24,053,942株

② 期末自己株式数 21年3月期  3,932,336株 20年3月期  837,845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）

営業収益 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 94,868 △4.4 1,832 68.9 2,396 48.1 925 18.7
20年3月期 99,245 3.4 1,085 △20.5 1,618 △14.5 780 △19.1

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 42.29 ―

20年3月期 33.29 ―

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 37,529 28,560 76.1 1,403.69
20年3月期 38,783 29,038 74.9 1,238.77

（参考） 自己資本 21年3月期  28,560百万円 20年3月期  29,038百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載しております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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

営業収益 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 
累計期間

38,000 △26.1 250 △60.2 450 △48.7 250 △53.7 12.29

通期 88,000 △7.2 1,200 △34.5 1,600 △33.2 880 △5.0 43.25

















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 ※2  6,624 ※2  12,565

受取手形及び売掛金 19,188 12,844

たな卸資産 511 －

商品及び製品 － 275

仕掛品 － 30

販売用不動産 － 0

前渡金 672 498

繰延税金資産 246 339

その他 192 215

貸倒引当金 △70 △320

流動資産合計 27,366 26,449

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,258 4,231

減価償却累計額 ※6  △2,955 ※6  △2,992

建物及び構築物（純額） 1,303 1,238

機械装置及び運搬具 2,728 2,631

減価償却累計額 ※6  △2,153 ※6  △2,090

機械装置及び運搬具（純額） 574 540

土地 1,688 1,580

リース資産 － 8

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 7

その他 224 228

減価償却累計額 ※6  △191 ※6  △193

その他（純額） 33 35

有形固定資産合計 3,599 3,402

無形固定資産   

のれん 74 69

その他 79 116

無形固定資産合計 153 185

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  4,305 ※1  3,752

長期貸付金 137 155

差入保証金 4,357 4,405

投資固定資産 465 465

減価償却累計額 △299 ※6  △358

投資固定資産（純額） 165 106

繰延税金資産 6 170

その他 724 747

貸倒引当金 △236 △239

投資その他の資産合計 9,460 9,098

固定資産合計 13,213 12,686

資産合計 40,580 39,135



（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 5,696 4,591

短期借入金 ※2, ※5  76 ※5  58

未払法人税等 678 879

繰延税金負債 0 1

前受金 549 536

賞与引当金 198 198

役員賞与引当金 40 40

その他 2,197 2,294

流動負債合計 9,437 8,599

固定負債   

リース債務 － 6

繰延税金負債 128 0

退職給付引当金 277 329

役員退職慰労引当金 481 511

長期リース資産減損勘定 0 －

固定負債合計 888 848

負債合計 10,325 9,448

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,549 5,549

資本剰余金 5,456 5,456

利益剰余金 18,927 19,564

自己株式 △369 △1,273

株主資本合計 29,563 29,296

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 651 347

評価・換算差額等合計 651 347

少数株主持分 40 42

純資産合計 30,254 29,687

負債純資産合計 40,580 39,135



（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 100,847 96,039

売上原価 94,739 88,891

売上総利益 6,108 7,147

役務収益 947 854

営業総利益 7,055 8,001

販売費及び一般管理費 ※1  5,955 ※1  6,195

営業利益 1,099 1,806

営業外収益   

受取利息及び配当金 153 150

有価証券利息 10 7

仕入割引 144 137

受取賃貸料 58 60

報奨金 156 154

持分法による投資利益 13 17

その他 80 144

営業外収益合計 618 672

営業外費用   

支払利息 9 9

売上割引 48 42

投資固定資産減価償却費 9 4

その他 15 42

営業外費用合計 82 98

経常利益 1,636 2,381

特別利益   

固定資産売却益 ※2  0 ※2  84

貸倒引当金戻入額 2 14

投資有価証券売却益 0 1

特別利益合計 3 100

特別損失   

固定資産処分損 ※3  30 ※3  11

投資有価証券評価損 55 122

会員権評価損 1 1

出資金評価損 － 29

特別退職金 8 －

減損損失 ※4  13 ※4  402

特別損失合計 109 567

税金等調整前当期純利益 1,529 1,913

法人税、住民税及び事業税 722 1,200

法人税等調整額 △3 △126

法人税等合計 718 1,074

少数株主利益又は少数株主損失（△） △39 2

当期純利益 850 836



（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 5,549 5,549

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,549 5,549

資本剰余金   

前期末残高 5,456 5,456

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 5,456 5,456

利益剰余金   

前期末残高 18,323 18,927

当期変動額   

剰余金の配当 △246 △199

当期純利益 850 836

当期変動額合計 604 637

当期末残高 18,927 19,564

自己株式   

前期末残高 △368 △369

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △903

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △903

当期末残高 △369 △1,273

株主資本合計   

前期末残高 28,960 29,563

当期変動額   

剰余金の配当 △246 △199

当期純利益 850 836

自己株式の取得 △1 △903

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 602 △266

当期末残高 29,563 29,296



（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 1,293 651

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △642 △303

当期変動額合計 △642 △303

当期末残高 651 347

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,293 651

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △642 △303

当期変動額合計 △642 △303

当期末残高 651 347

少数株主持分   

前期末残高 79 40

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38 2

当期変動額合計 △38 2

当期末残高 40 42

純資産合計   

前期末残高 30,333 30,254

当期変動額   

剰余金の配当 △246 △199

当期純利益 850 836

自己株式の取得 △1 △903

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △681 △301

当期変動額合計 △78 △567

当期末残高 30,254 29,687



（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 1,529 1,913

減価償却費 261 237

減損損失 13 402

長期前払費用償却額 11 9

のれん償却額 25 29

持分法による投資損益（△は益） △13 △17

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 55 122

会員権評価損 1 1

出資金評価損 － 29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16 29

賞与引当金の増減額（△は減少） △11 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12 52

貸倒引当金の増減額（△は減少） 113 252

受取利息及び受取配当金 △164 △157

支払利息 9 9

固定資産売却損益（△は益） 1 △82

売上債権の増減額（△は増加） △1,023 6,344

たな卸資産の増減額（△は増加） 86 204

差入保証金の増減額（△は増加） △194 △47

その他の流動資産の増減額（△は増加） △119 163

投資その他の資産の増減額 △88 △24

仕入債務の増減額（△は減少） △451 △1,133

その他の流動負債の増減額（△は減少） △587 △176

その他 △45 66

小計 △587 8,231

利息及び配当金の受取額 172 160

利息の支払額 △9 △9

法人税等の支払額 △599 △1,005

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,024 7,375



（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) 

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 △73 △256

定期預金の払戻による収入 26 1,092

投資有価証券の取得による支出 △7 △116

投資有価証券の売却による収入 0 2

貸付けによる支出 △34 △38

貸付金の回収による収入 22 21

有形及び無形固定資産の取得による支出 △215 △282

有形及び無形固定資産の売却による収入 5 143

その他 22 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △254 525

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 8 7

短期借入金の返済による支出 △128 △25

長期借入金の返済による支出 △6 △4

配当金の支払額 △246 △199

自己株式の取得による支出 △1 △903

自己株式の売却による収入 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △374 △1,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,653 6,776

現金及び現金同等物の期首残高 6,468 4,815

現金及び現金同等物の期末残高 ※  4,815 ※  11,591











































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 ※1  6,150 ※1  12,131

受取手形 ※2  6,145 ※2  4,376

売掛金 ※2  12,699 ※2  8,326

商品 ※5  462 －

商品及び製品 － 268

販売用不動産 0 0

前渡金 672 494

前払費用 3 3

繰延税金資産 242 336

未収収益 4 3

短期貸付金 ※2  61 ※2  90

その他 78 93

貸倒引当金 △59 △79

流動資産合計 26,462 26,044

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,188 3,134

減価償却累計額 ※5  △2,184 ※5  △2,213

建物（純額） 1,004 920

構築物 1,028 1,056

減価償却累計額 ※5  △743 ※5  △752

構築物（純額） 284 304

機械及び装置 2,620 2,499

減価償却累計額 ※5  △2,085 ※5  △2,012

機械及び装置（純額） 535 487

車両運搬具 5 5

減価償却累計額 △5 △5

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 207 214

減価償却累計額 ※5  △179 ※5  △180

工具、器具及び備品（純額） 27 33

土地 1,672 1,563

リース資産 － 5

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 4

建設仮勘定 1 －

有形固定資産合計 3,526 3,314

無形固定資産   

のれん 8 25

借地権 － 16

ソフトウエア 28 45

電話加入権 14 14

その他 33 37

無形固定資産合計 84 139



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,404 2,815

関係会社株式 159 159

出資金 2 2

長期貸付金 113 130

従業員に対する長期貸付金 23 25

関係会社長期貸付金 431 426

破産更生債権等 173 92

長期前払費用 24 37

差入保証金 4,160 4,177

投資固定資産 465 465

減価償却累計額 △299 ※5  △358

投資固定資産（純額） 165 106

長期預金 300 300

繰延税金資産 － 152

その他 185 173

貸倒引当金 △436 △569

投資その他の資産合計 8,708 8,031

固定資産合計 12,320 11,484

資産合計 38,783 37,529

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※2  1,841 ※2  1,435

買掛金 ※2  3,447 ※2  2,830

リース債務 － 0

未払金 1,255 1,221

未払費用 20 22

未払軽油・ガス税 398 397

未払法人税等 665 873

前受金 545 533

預り金 20 35

賞与引当金 178 179

役員賞与引当金 40 40

預り保証金 412 489

リース資産減損勘定 3 －

その他 56 102

流動負債合計 8,885 8,161

固定負債   

リース債務 － 3

繰延税金負債 133 －

退職給付引当金 243 291

役員退職慰労引当金 481 511

長期リース資産減損勘定 0 －

固定負債合計 858 806

負債合計 9,744 8,968



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,549 5,549

資本剰余金   

資本準備金 5,456 5,456

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 5,456 5,456

利益剰余金   

利益準備金 393 393

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 42 39

別途積立金 15,895 16,395

繰越利益剰余金 1,338 1,568

利益剰余金合計 17,670 18,396

自己株式 △287 △1,190

株主資本合計 28,388 28,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 649 348

評価・換算差額等合計 649 348

純資産合計 29,038 28,560

負債純資産合計 38,783 37,529



（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 98,319 94,019

売上原価   

商品期首たな卸高 457 462

当期商品仕入高 88,082 82,775

石油ガス税 4,707 4,515

合計 93,248 87,753

商品期末たな卸高 462 268

商品売上原価 92,785 87,484

売上総利益 5,533 6,534

営業収益   

役務収益 ※1  925 ※1  849

営業総利益 6,459 7,383

販売費及び一般管理費   

販売手数料 48 46

運賃 476 487

消耗品費 124 143

広告宣伝費 50 53

貸倒引当金繰入額 126 298

役員報酬 136 148

従業員給料 1,589 1,484

賞与 209 228

賞与引当金繰入額 178 179

役員賞与引当金繰入額 40 39

役員退職慰労引当金繰入額 38 45

退職給付費用 144 179

福利厚生費 384 403

旅費及び交通費 70 66

交際費 50 55

賃借料 498 467

修繕費 105 132

減価償却費 250 219

水道光熱費 102 97

通信費 67 64

租税公課 149 143

その他 532 564

販売費及び一般管理費合計 5,374 5,551

営業利益 1,085 1,832



（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) 

営業外収益   

受取利息 97 95

有価証券利息 10 7

受取配当金 62 60

仕入割引 144 137

受取賃貸料 58 60

報奨金 156 154

雑収入 77 139

営業外収益合計 607 656

営業外費用   

支払利息 6 8

売上割引 46 40

投資固定資産減価償却費 9 4

雑損失 12 39

営業外費用合計 74 92

経常利益 1,618 2,396

特別利益   

固定資産売却益 ※2  0 ※2  84

のれん譲渡益 － 37

貸倒引当金戻入額 2 14

投資有価証券売却益 0 0

特別利益合計 2 136

特別損失   

固定資産処分損 ※3  7 ※3  11

投資有価証券評価損 55 122

会員権評価損 1 1

減損損失 ※4  13 ※4  402

特別損失合計 77 537

税引前当期純利益 1,543 1,995

法人税、住民税及び事業税 694 1,192

法人税等調整額 69 △122

法人税等合計 763 1,069

当期純利益 780 925



（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 5,549 5,549

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,549 5,549

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,456 5,456

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,456 5,456

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

前期末残高 5,456 5,456

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 5,456 5,456

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 393 393

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 393 393

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 48 42

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △6 △2

当期変動額合計 △6 △2

当期末残高 42 39

別途積立金   

前期末残高 15,395 15,895

当期変動額   

別途積立金の積立 500 500

当期変動額合計 500 500

当期末残高 15,895 16,395



（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 1,298 1,338

当期変動額   

別途積立金の積立 △500 △500

剰余金の配当 △246 △199

当期純利益 780 925

圧縮記帳積立金の取崩 6 2

当期変動額合計 40 229

当期末残高 1,338 1,568

利益剰余金合計   

前期末残高 17,135 17,670

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △246 △199

当期純利益 780 925

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期変動額合計 534 726

当期末残高 17,670 18,396

自己株式   

前期末残高 △285 △287

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △903

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △903

当期末残高 △287 △1,190

株主資本合計   

前期末残高 27,856 28,388

当期変動額   

剰余金の配当 △246 △199

当期純利益 780 925

自己株式の取得 △1 △903

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 532 △176

当期末残高 28,388 28,211



（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 1,287 649

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △637 △300

当期変動額合計 △637 △300

当期末残高 649 348

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,287 649

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △637 △300

当期変動額合計 △637 △300

当期末残高 649 348

純資産合計   

前期末残高 29,143 29,038

当期変動額   

剰余金の配当 △246 △199

当期純利益 780 925

自己株式の取得 △1 △903

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △637 △300

当期変動額合計 △105 △477

当期末残高 29,038 28,560
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