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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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）

営業収益 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 ％

22年3月期第2四半期 35,770 △31.7 △65 ― 166 △81.6 104 △79.2

21年3月期第2四半期 52,346 ― 649 ― 904 ― 500 ―

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

22年3月期第2四半期 5.17 ―

21年3月期第2四半期 21.54 ―

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

22年3月期第2四半期 37,970 29,787 78.4 1,478.65
21年3月期 39,135 29,687 75.7 1,473.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  29,750百万円 21年3月期  29,644百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 4.25 ― 5.75 10.00

22年3月期 ― 4.25

22年3月期 
（予想）

― 4.25 8.50

3.  平成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  
 

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

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  

(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 

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、４ページ【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参照ください。 

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） 22年3月期第2四半期 24,053,942株 21年3月期  24,053,942株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,933,536株 21年3月期  3,932,336株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 20,120,840株 21年3月期第2四半期 23,215,904株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、極端な心理的不安が薄れ輸出や製造など一部の業種で持ち直し

の動きが出てきたものの、全体では設備投資が減少傾向にあることや雇用情勢に改善の兆しが見られないことなどか

ら、引き続き厳しい状況となっております。 

エネルギー業界では、原油価格が再び上昇する中で需要の著しい減退に直面し、業界の再編や流通における卸売制

度の変更などが進められましたが、市況の混乱は収まらず非常に劣悪な状況で推移いたしました。 

建設資材業界では、景気低迷のあおりを受け、マンションや工場設備などの着工戸数が激減したことから、セメン

トや生コンクリートの国内需要も大幅な落ち込みを記録いたしました。 

こうした中、当社グループでは、経営環境の変化に即応した体制の整備を推し進め、第二次中期経営計画に基づく

諸施策の実行に努めました。 

具体的には、エネルギー関連においては、ＳＳ部門でサービスステーションの効率運営に向けた改革に着手し、社

内管理体制の改編と、これまで手薄だった滋賀県甲賀地区での直営サービスステーション開設準備を進めました。ま

た液化ガス部門では、家庭用燃料電池の本格販売を開始いたしました。 

建設資材関連においては、既存販売先での数量減少を補うべく、大手建設会社や地元優良企業への積極営業を展開

し、契約残高の積み増しに努めました。 

その他では、健康関連商品の全社キャンペーンを行い、リテール事業拡大の足場固めに努めました。 

内部体制の強化といたしましては、内部統制機能のさらなる充実を図ると共に、保安防災体制の整備、事業継続計

画の策定などに努めました。 

その結果、当社グループの第２四半期連結累計期間における売上高に役務収益を加えた営業収益は、販売数量が伸

び悩んだことに加えエネルギー関連での販売価格が下落したことにより357億７千万円（前年同期比31.7％減）、営

業損益は、販管費の削減に努めたものの一部商品での利幅の圧縮と貸倒れの影響などから６千５百万円の営業損失

（前年同期は６億４千９百万円の利益）、経常利益は１億６千６百万円（前年同期比81.6％減）、第２四半期純利益

は１億４百万円（前年同期比79.2％減）となりました。  

（資 産） 

 当第２四半期末における総資産は、379億７千万円となり、前連結会計年度末と比較して11億６千５百万円の減少

となりました。主な要因は、「工事未収金」が８億１百万円、「投資有価証券」が２億１百万円増加した一方で、

「現金及び預金」が10億８千１百万円、「受取手形及び売掛金」が13億２千２百万円減少したことによるものであり

ます。 

（負 債） 

 当第２四半期末における負債は、81億８千２百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億６千５百万円の減少

となりました。主な要因は、「工事未払金」が５億３千４百万円増加した一方で、「支払手形及び買掛金」が６億６

千４百万円、「未払法人税等」が７億７千８百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

  当第２四半期末における純資産は、297億８千７百万円となり、前連結会計年度末と比較して９千９百万円の増加

となりました。主な要因は、剰余金の配当１億１千６百万円と四半期純利益１億４百万円により「利益剰余金」が１

千２百万円減少し、「その他有価証券評価差額金」が１億１千９百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は78.4％、１株当たり純資産は1,478円65銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。)は、105億５百万円となり、前

連結会計年度末と比較して10億８千６百万円の減少となりました。 

 当第２四半期連結累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ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は６億１千８百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益１億

７千万円、売上債権の減少５億２千１百万円等であり、主な減少要因は、仕入債務の減少１億２百万円、その他流動

負債の減少３億６千１百万円、法人税等の支払額８億４千２百万円等であります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



（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３億４千６百万円となりました。主な増加要因は、貸付金の回収による収入１千１

百万円等であり、主な減少要因は、貸付けによる支出１億１千９百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出２

億１千１百万円等であります。 

（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１億２千万円となりました。主な増加要因は、短期借入れによる収入１千４百万円

であり、主な減少要因は、配当金の支払額１億１千６百万円、短期借入金の返済による支出１千２百万円等でありま

す。 

我が国の景気は緩やかに回復の兆しを見せているものの、景気の下押しリスクが依然として残っており、エネルギ

ー、建設資材とも国内需要の急速な回復は困難な状況となっております。 

 こうした環境を踏まえて当社グループは、引き続き販路の拡充や徹底した効率化の推進など足元の経営基盤強化に

全力を挙げて取り組んでまいります。 

 通期の業績見通しにつきましては、現時点で先行きに不透明感が拭えないことから、平成21年５月15日に発表いた

しました通期業績予想から変更いたしておりません。  

該当事項はありません。  

① 簡便な会計処理 

   １）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して算定する方法

によっております。 

   ２）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

スプランニングを利用する方法によっております。 

  ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

１）税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 「完成工事高及び完成工事原価の計上基準」の変更 

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、主として工事完成基準を適用しておりましたが、「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）及び「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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半

期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。 

  これにより、売上高は617百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

20百万円増加しております。 

 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おります。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,483 12,565

受取手形及び売掛金 11,521 12,844

工事未収金 801 －

商品及び製品 353 275

仕掛品 － 30

未成工事支出金 39 －

販売用不動産 0 0

その他 1,001 1,053

貸倒引当金 △394 △320

流動資産合計 24,807 26,449

固定資産   

有形固定資産 3,608 3,402

無形固定資産   

のれん 54 69

その他 136 116

無形固定資産合計 191 185

投資その他の資産   

投資有価証券 3,954 3,752

差入保証金 4,444 4,405

その他 1,168 1,179

貸倒引当金 △203 △239

投資その他の資産合計 9,363 9,098

固定資産合計 13,163 12,686

資産合計 37,970 39,135



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,926 4,591

工事未払金 534 －

短期借入金 60 58

未払法人税等 100 879

賞与引当金 207 198

役員賞与引当金 21 40

その他 2,454 2,831

流動負債合計 7,305 8,599

固定負債   

退職給付引当金 352 329

役員退職慰労引当金 457 511

その他 68 6

固定負債合計 877 848

負債合計 8,182 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 19,551 19,564

自己株式 △1,273 △1,273

株主資本合計 29,283 29,296

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 467 347

評価・換算差額等合計 467 347

少数株主持分 36 42

純資産合計 29,787 29,687

負債純資産合計 37,970 39,135



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 51,951 35,384

売上原価 48,734 32,973

売上総利益 3,217 2,411

役務収益 395 386

営業総利益 3,612 2,797

販売費及び一般管理費 2,962 2,862

営業利益又は営業損失（△） 649 △65

営業外収益   

受取利息 49 39

受取配当金 24 21

仕入割引 78 44

報奨金 83 81

持分法による投資利益 5 16

その他 75 62

営業外収益合計 317 265

営業外費用   

支払利息 4 4

売上割引 22 14

その他 36 14

営業外費用合計 62 33

経常利益 904 166

特別利益   

固定資産売却益 82 0

貸倒引当金戻入額 10 4

特別利益合計 93 5

特別損失   

固定資産処分損 4 0

会員権評価損 0 0

出資金評価損 28 －

リース解約損 － 0

減損損失 13 －

特別損失合計 46 0

税金等調整前四半期純利益 951 170

法人税等 450 73

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △6

四半期純利益 500 104



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 951 170

減価償却費 118 132

減損損失 13 －

長期前払費用償却額 6 5

のれん償却額 12 14

持分法による投資損益（△は益） △5 △16

出資金評価損 28 －

会員権評価損 0 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 △54

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 22

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △19

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 38

受取利息及び受取配当金 △74 △60

支払利息 4 4

固定資産売却損益（△は益） △82 △0

売上債権の増減額（△は増加） 1,953 521

たな卸資産の増減額（△は増加） 61 △86

差入保証金の増減額（△は増加） 17 △39

その他の流動資産の増減額（△は増加） 143 65

投資その他の資産の増減額（△は増加） 16 13

仕入債務の増減額（△は減少） △900 △102

その他の流動負債の増減額（△は減少） △301 △361

その他 28 △74

小計 1,996 183

利息及び配当金の受取額 54 42

利息の支払額 △2 △2

法人税等の支払額 △646 △842

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,401 △618

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 △51 △4

定期預金の払戻による収入 730 －

投資有価証券の取得による支出 △89 △18

貸付けによる支出 △3 △119

貸付金の回収による収入 10 11

有形及び無形固定資産の取得による支出 △50 △211

有形及び無形固定資産の売却による収入 141 9

その他 △27 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー 660 △346



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 － 14

短期借入金の返済による支出 △19 △12

リース債務の返済による支出 △3 △5

配当金の支払額 △99 △116

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △121 △120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,939 △1,086

現金及び現金同等物の期首残高 4,815 11,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,754 10,505



該当事項はありません。 

  

  前第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） 

   当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分の方法は、取扱い商品の種類・性質等に基づきエネルギー関連・建設資材関連・その他に区分して

おります。 

２．各事業区分の主要商品 

３．売上高には役務収益を含めております。 

４．「宝飾品」は、事業区分「その他」に含めて記載しておりますが、「宝飾品」事業は、平成21年３月末日を

もって事業撤退いたしております。 

（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〕

  
エネルギー 

関連 
（百万円) 

建設資材
関連 

（百万円） 

その他
（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 
 38,324  13,639  382  52,346  －  52,346

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 6  0  5  12 (12)  －

計  38,330  13,639  388  52,358 (12)  52,346

営業利益 

（△は営業損失） 
 671  50  △72  649 (0)  649

  
エネルギー 

関連 
（百万円) 

建設資材
関連 

（百万円） 

その他
（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 
 22,205  13,251  313  35,770  －  35,770

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5  9  6  20 (20)  －

計  22,211  13,261  319  35,791 (20)  35,770

営業利益 

（△は営業損失） 
 △274  193  15  △65 (0)  △65

事業区分 主要商品

エネルギー関連 石油製品・液化石油ガス 

建設資材関連 セメント・生コンクリート・建材等 

その他 機器・宝飾品・住宅関連等 



５．「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」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「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）を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「建設資材関連」の売上高が

617百万円、営業利益が20百万円それぞれ増加しております。 

前第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重要な在外支店がないため、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21年４月１日 至平成21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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

前第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） 

海外売上高がないため、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21年４月１日 至平成21年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

該当事項はありません。 

〔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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