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

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3四半期 57,735 △24.8 71 △94.7 400 △77.7 226 △71.0

21年3月期第3四半期 76,769 ― 1,344 ― 1,795 ― 779 ―

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3四半期 11.25 ―

21年3月期第3四半期 35.16 ―

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3四半期 39,505 29,712 75.1 1,474.95
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3四半期  29,676百万円 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  有  
 

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 80,000 △17.4 190 △89.5 590 △75.2 270 △67.7 13.42



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 

１．平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧
ください。 
２．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。 

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3四半期 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3四半期  3,933,808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3四半期 20,120,635株 21年3月期第3四半期 22,184,785株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気が緩やかな回復基調を示しながらも一方でデフレ懸念が進

行するという極めて特殊な状況の下で推移いたしました。今後の見通しにつきましても、円高や雇用不安、さらには

個人消費の低迷といった諸問題が山積したままとなっていることから二番底懸念を払拭できず、不透明感がますます

強まってきております。 

 エネルギー業界では、景気低迷や省エネ・脱石油化による需要の後退が続く中で過当競争が繰り広げられたことか

ら市況は低迷いたしました。また期間を通じて原油価格は上昇し、収益環境はいっそう劣悪なものとなりました。 

 建設資材業界では、住宅着工件数の落ち込みに歯止めがかからず、セメント・生コンクリート・建材のいずれの分

野でも需要の低迷が続きました。 

 こうした中、当社グループでは、環境の変化に即応した効率化と経営資源の集中による販売体制の構築を推し進

め、経営基盤の強化に努めました。 

 具体的には、エネルギー関連におきまして、10月に当社31番目の直営店となる水口西サービスステーションを滋賀

県甲賀地区に開設し、12月には滋賀県栗東市にある栗東西サービスステーションをセルフ化改造いたしました。また

10月には京都府北部で家庭用液化ガス商権の買収を行い販売基盤の強化を行いました。 

 建設資材関連では、物件数の減少と小型化に対処するため、大手建設会社や地元優良企業への積極営業を展開し受

注率の向上に努めるとともに取り扱い商材の拡充を図りました。 

 その他の部門では、新エネルギーや創エネルギーといった新分野での需要を開拓するため、積極的な研究活動を推

し進めました。 

 その結果、当社グループの第３四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、販売数量の減

少とエネルギー関連での販売価格の下落により577億３千５百万円（前年同期比24.8％減）となり、営業利益は７千

１百万円（前年同期比94.7％減）、経常利益は４億円（前年同期比77.7％減）、第３四半期純利益は２億２千６百万

円（前年同期比71.0％減）となりました。 

（資 産） 

 当第３四半期末における総資産は、395億５百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億６千９百万円の増加

となりました。主な要因は、「受取手形及び売掛金」が18億５千９百万円、「工事未収金」が９億５千６百万円、

「仮払金」が４億１千６百万円、「土地」が４億９千２百万円それぞれ増加し、「現金及び預金」が36億２千７百万

円減少したことによるものであります。 

（負 債） 

 当第３四半期末における負債は、97億９千２百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億４千４百万円の増加

となりました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」が８億２千５百万円、「工事未払金」が５億７千１百万円増加

し、「未払法人税等」が８億６千万円、「前受金」が１億９千９百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

  当第３四半期末における純資産は、297億１千２百万円となり、前連結会計年度末と比較して２千４百万円の増加

となりました。主な要因は、四半期純利益２億２千６百万円と剰余金の配当２億３百万円により「利益剰余金」が２

千２百万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75.1％、１株当たり純資産は1,474円95銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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、78億９千２百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して36億９千８百万円の減少となりました。 

 当第３四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26億１千４百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益４億

５百万円、仕入債務の増加13億８千４百万円等であり、主な減少要因は、売上債権の増加28億１千６百万円、その他

流動負債の減少２億８百万円、法人税等の支払額14億３千万円等であります。 

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８億８千６百万円となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入１億

３千５百万円等であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出２億６百万円、貸付けによる支出１億２千１百

万円、有形及び無形固定資産の取得による支出６億８千６百万円等であります。 

（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１億９千７百万円となりました。主な増加要因は、短期借入れによる収入１千７百

万円であり、主な減少要因は、リース債務の返済による支出１千２百万円、配当金の支払額１億９千３百万円等であ

ります。 

 通期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期の通期業績予想を修正して

おります。 

 詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

該当事項はありません。 

① 簡便な会計処理 

   １）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、第２四半期連結会計期間末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

   ２）棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。 

    ３）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。 

   ４）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３四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３四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 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

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

880 32



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,938 12,565

受取手形及び売掛金 14,704 12,844

工事未収金 956 －

商品及び製品 336 275

仕掛品 － 30

未成工事支出金 44 －

販売用不動産 0 0

その他 1,433 1,053

貸倒引当金 △413 △320

流動資産合計 26,000 26,449

固定資産   

有形固定資産 4,100 3,402

無形固定資産   

のれん 51 69

その他 131 116

無形固定資産合計 182 185

投資その他の資産   

投資有価証券 3,783 3,752

差入保証金 4,442 4,405

その他 1,093 1,179

貸倒引当金 △98 △239

投資その他の資産合計 9,220 9,098

固定資産合計 13,504 12,686

資産合計 39,505 39,135



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,416 4,591

工事未払金 571 －

短期借入金 68 58

未払法人税等 18 879

賞与引当金 98 198

役員賞与引当金 32 40

その他 2,581 2,831

流動負債合計 8,787 8,599

固定負債   

退職給付引当金 362 329

役員退職慰労引当金 468 511

その他 174 6

固定負債合計 1,005 848

負債合計 9,792 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 19,587 19,564

自己株式 △1,274 △1,273

株主資本合計 29,319 29,296

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 356 347

評価・換算差額等合計 356 347

少数株主持分 36 42

純資産合計 29,712 29,687

負債純資産合計 39,505 39,135



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 76,142 57,128

売上原価 70,955 53,420

売上総利益 5,187 3,707

役務収益 627 607

営業総利益 5,814 4,314

販売費及び一般管理費 4,470 4,243

営業利益 1,344 71

営業外収益   

受取利息 76 58

受取配当金 41 28

仕入割引 112 68

報奨金 124 121

持分法による投資利益 11 12

その他 157 87

営業外収益合計 524 378

営業外費用   

支払利息 6 7

売上割引 33 22

その他 33 19

営業外費用合計 73 48

経常利益 1,795 400

特別利益   

固定資産売却益 84 0

貸倒引当金戻入額 14 13

その他 0 0

特別利益合計 98 14

特別損失   

固定資産処分損 9 1

投資有価証券評価損 7 －

会員権売却損 － 0

会員権評価損 0 0

出資金評価損 28 4

リース解約損 － 0

減損損失 234 －

その他 － 2

特別損失合計 280 9

税金等調整前四半期純利益 1,613 405

法人税等 831 185

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △6

四半期純利益 779 226



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,613 405

減価償却費 176 208

減損損失 234 －

長期前払費用償却額 7 8

のれん償却額 22 22

持分法による投資損益（△は益） △11 △12

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 7 －

出資金評価損 28 4

会員権売却損益（△は益） － 0

会員権評価損 0 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20 △43

賞与引当金の増減額（△は減少） △99 △99

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 32

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56 △47

受取利息及び受取配当金 △118 △87

支払利息 6 7

固定資産売却損益（△は益） △83 △0

売上債権の増減額（△は増加） 2,681 △2,816

たな卸資産の増減額（△は増加） 198 △75

差入保証金の増減額（△は増加） 63 △37

その他の流動資産の増減額（△は増加） 250 65

投資その他の資産の増減額（△は増加） △29 131

仕入債務の増減額（△は減少） △869 1,384

その他の流動負債の増減額（△は減少） 98 △208

その他 57 △69

小計 4,301 △1,235

利息及び配当金の受取額 81 54

利息の支払額 △3 △2

法人税等の支払額 △995 △1,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,384 △2,614

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 △255 △206

定期預金の払戻による収入 735 135

投資有価証券の取得による支出 △91 △20

投資有価証券の売却による収入 0 0

貸付けによる支出 △36 △121

貸付金の回収による収入 16 19

有形及び無形固定資産の取得による支出 △192 △686

有形及び無形固定資産の売却による収入 142 9

その他 △16 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー 303 △886



（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 － 17

短期借入金の返済による支出 △17 △7

リース債務の返済による支出 △4 △12

配当金の支払額 △189 △193

自己株式の取得による支出 △903 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,114 △197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,573 △3,698

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 7,388 7,892



該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

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３四半期連結累計期間の「建設資材関連」の売上高が

百万円、営業利益が 百万円それぞれ増加しております。 

（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 
 55,144  21,075  550  76,769  －  76,769

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 9  2  8  20 (20)  －

計  55,153  21,077  558  76,790 (20)  76,769

営業利益 

（△は営業損失） 
 1,385  27  △69  1,344 (0)  1,344

  
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 
 36,183  21,110  441  57,735  －  57,735

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 8  9  7  26 (26)  －

計  36,192  21,119  449  57,761 (26)  57,735

営業利益 

（△は営業損失） 
 △201  258  14  71 (△0)  71

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 

880 32



前第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） 

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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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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