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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）

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 ％

22年3月期第3四半期 607,045 △22.3 3,768 △46.9 3,808 △49.2 42 △98.9

21年3月期第3四半期 780,909 ― 7,091 ― 7,498 ― 3,907 ―

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 0.57 ―

21年3月期第3四半期 51.77 ―

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 200,063 52,171 25.7 683.77
21年3月期 197,500 52,218 26.0 684.63

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  51,388百万円 21年3月期  51,455百万円

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 ― 5.00 ― 6.00 11.00
22年3月期 ― 5.50 ―

22年3月期 
（予想）

5.50 11.00

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  
 

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 820,000 △16.5 5,000 △46.5 5,500 △43.4 500 △89.2 6.65
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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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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、４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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 76,061,923株 21年3月期  76,061,923株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  906,702株 21年3月期  903,855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 75,156,343株 21年3月期第3四半期 75,472,567株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産が増加するなど持ち直しつつあるものの、企業収

益の大幅な減少や雇用情勢の悪化が続くなど依然として厳しい状況にあった。 

エネルギー業界においては、景気低迷の影響などにより需要が減退し、当社グル－プを取り巻く経営環境も一段

と厳しさを増してきた。 

こうしたなかで、当社グループは、石油関連事業におけるＳＳ販売子会社５社を合併、統合等による販売網の整

備と経営の効率化を図るとともに、利幅の確保など収益向上に努めた。 

しかしながら、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、石油製品価格の下落などにより前

年同期比22.3％減の 億 百万円となった。また、利幅の圧縮などにより、営業利益が前年同期比46.9％減の

億 百万円、経常利益が前年同期比49.2％減の38億８百万円となり、四半期純利益については、投資有価証券評価

損や固定資産除却損等の特別損失計上などもあり、前年同期比98.9％減の42百万円となった。 

  

  

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売上高は前年同期比22.3％減の 億 百万円となり、営業利益は前年同期比47.4％

減の33億72百万円となった。 

  

（２）ガス関連事業 

ガス関連事業における売上高は前年同期比25.3％減の 億 百万円となり、営業利益は前年同期比26.9％増

の９億41百万円となった。 

  

（３）航空関連事業他 

航空関連事業他における売上高は前年同期比10.0％減の89億12百万円となり、営業利益は前年同期比24.1％

減の10億92百万円となった。 

  

（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、前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加し、 億

百万円となった。これは主に、受取手形及び売掛金の増加によるものである。 

負債合計は、有利子負債が減少したものの前連結会計年度末に比べ 億９百万円増加し、 億 百万円と

なった。これは主に、支払手形及び買掛金の増加によるものである。 

純資産合計は、その他有価証券評価差額金が増加したものの前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 億

百万円となった。これは主に、期末および中間配当の実施によるものである。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の26.0％から25.7％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99億55百万円減少し220億19百万円となった。 

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 億 百万円となった。これは主に、仕入債務の増加によるものである。

なお、獲得した資金は前年同期比 億 百万円減少している。 

（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 億 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 億５百万円増加している。 

（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 億 百万円となった。これは主に、社債の償還や期末および中間配当の

実施によるものである。なお、前年同期は 億 百万円の資金の獲得である。 

  

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

6,070 45 37

68

5,661 71

319 62

２．連結財政状態に関する定性的情報

25 62 2,000 63

26 1,478 91

47 521

71

68 28

31 65

87 93

54

79 90

46 86
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当第３四半期までの業績および今後の見通しを勘案し、平成21年５月12日に公表した平成22年３月期の通期およ

び個別の業績予想を修正しております。修正の内容等については、本日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

 該当事項なし。  

  

  

（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。 

（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） 

一部の連結子会社において、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場合に、前連結会計年度決算において使

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り算定している。  

  

  

 該当事項なし。  

  

  

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
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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 22,129 32,053

受取手形及び売掛金 66,156 58,181

有価証券 139 219

商品及び製品 7,001 5,095

仕掛品 409 240

原材料及び貯蔵品 126 105

その他 2,134 1,835

貸倒引当金 △112 △169

流動資産合計 97,985 97,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 59,472 58,040

減価償却累計額 △34,536 △33,971

建物及び構築物（純額） 24,935 24,068

機械装置及び運搬具 29,195 28,819

減価償却累計額 △21,388 △20,876

機械装置及び運搬具（純額） 7,807 7,942

土地 26,918 27,244

その他 10,037 7,395

減価償却累計額 △3,038 △2,814

その他（純額） 6,998 4,580

有形固定資産合計 66,660 63,837

無形固定資産   

のれん 8,219 8,849

その他 1,791 1,751

無形固定資産合計 10,011 10,600

投資その他の資産   

投資有価証券 17,885 17,277

その他 8,146 8,590

貸倒引当金 △703 △673

投資その他の資産合計 25,329 25,195

固定資産合計 102,001 99,633

繰延資産   

開発費 76 305

繰延資産合計 76 305

資産合計 200,063 197,500
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（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 67,112 55,013

短期借入金 8,490 9,611

1年内返済予定の長期借入金 6,341 5,809

1年内償還予定の社債 1,050 7,400

未払法人税等 259 2,861

賞与引当金 816 1,727

役員賞与引当金 66 84

工事損失引当金 13 －

その他 10,168 9,183

流動負債合計 94,318 91,690

固定負債   

社債 13,700 14,550

長期借入金 21,439 20,632

退職給付引当金 4,353 4,300

役員退職慰労引当金 430 503

特別修繕引当金 401 380

訴訟損失引当金 290 290

環境対策引当金 318 349

その他 12,641 12,584

固定負債合計 53,573 53,591

負債合計 147,891 145,281

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 35,260 36,276

自己株式 △312 △311

株主資本合計 52,743 53,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △806 △1,549

繰延ヘッジ損益 7 3

土地再評価差額金 △554 △759

評価・換算差額等合計 △1,354 △2,305

少数株主持分 782 763

純資産合計 52,171 52,218

負債純資産合計 200,063 197,500
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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）

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   

商品売上高 779,274 605,881

完成工事高 1,634 1,164

売上高合計 780,909 607,045

売上原価   

商品売上原価 739,168 568,637

完成工事原価 1,388 1,047

売上原価合計 740,557 569,684

売上総利益 40,351 37,360

販売費及び一般管理費 33,259 33,592

営業利益 7,091 3,768

営業外収益   

受取利息 636 555

受取配当金 342 302

投資有価証券売却益 335 －

その他 505 458

営業外収益合計 1,819 1,316

営業外費用   

支払利息 991 991

その他 421 284

営業外費用合計 1,413 1,275

経常利益 7,498 3,808

特別利益   

固定資産売却益 550 19

環境対策引当金戻入額 － 31

貸倒引当金戻入額 147 18

その他 12 －

特別利益合計 710 68

特別損失   

固定資産除売却損 379 779

投資有価証券評価損 46 1,533

減損損失 95 292

環境対策費 － 98

関係会社株式売却損 － 4

損害賠償金 61 －

特別損失合計 583 2,708

税金等調整前四半期純利益 7,625 1,169

法人税、住民税及び事業税 3,415 800

法人税等調整額 303 311

法人税等合計 3,718 1,112

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 14

四半期純利益 3,907 42
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第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３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

商品売上高 273,591 221,851

完成工事高 618 316

売上高合計 274,209 222,168

売上原価   

商品売上原価 259,921 209,191

完成工事原価 556 291

売上原価合計 260,477 209,482

売上総利益 13,732 12,685

販売費及び一般管理費 11,970 11,142

営業利益 1,761 1,542

営業外収益   

受取利息 258 192

受取配当金 128 126

投資有価証券売却益 3 －

その他 111 173

営業外収益合計 500 491

営業外費用   

支払利息 359 336

その他 182 43

営業外費用合計 542 379

経常利益 1,719 1,654

特別利益   

固定資産売却益 489 6

環境対策引当金戻入額 － 31

貸倒引当金戻入額 63 0

特別利益合計 552 37

特別損失   

固定資産除売却損 123 174

投資有価証券評価損 42 1,489

環境対策費 － 1

特別損失合計 166 1,665

税金等調整前四半期純利益 2,105 27

法人税、住民税及び事業税 730 △108

法人税等調整額 388 115

法人税等合計 1,118 7

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △10

四半期純利益 980 30
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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）

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 7,625 1,169

減価償却費 3,814 4,022

のれん償却額 863 850

貸倒引当金の増減額（△は減少） △287 △29

工事損失引当金の増減額（△は減少） △36 13

賞与引当金の増減額（△は減少） △741 △908

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 250 51

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △31

受取利息及び受取配当金 △978 △857

支払利息 991 991

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 －

有形固定資産除売却損益（△は益） － 517

減損損失 95 292

投資有価証券売却損益（△は益） △335 －

投資有価証券評価損益（△は益） 46 1,533

売上債権の増減額（△は増加） 7,620 △7,953

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,862 △2,076

その他の流動資産の増減額（△は増加） △418 △822

仕入債務の増減額（△は減少） △8,867 11,984

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,571 1,491

その他 1,294 4

小計 14,087 10,226

利息及び配当金の受取額 964 841

利息の支払額 △921 △918

法人税等の支払額 △4,137 △3,320

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,993 6,828

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 △1,574 △948

投資有価証券の売却による収入 649 150

有形固定資産の取得による支出 △2,841 △7,183

有形固定資産の売却による収入 908 195

無形固定資産の取得による支出 △1,335 △473

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 △79

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △0

関係会社株式の取得による支出 △117 △22

その他 1,542 △431

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,388 △8,793
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（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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △8,230 △1,121

長期借入れによる収入 7,408 5,180

長期借入金の返済による支出 △3,590 △3,841

社債の発行による収入 9,911 －

社債の償還による支出 － △7,200

自己株式の取得による支出 △57 △1

配当金の支払額 △755 △864

少数株主への配当金の支払額 － △20

その他 － △122

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,686 △7,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,291 △9,955

現金及び現金同等物の期首残高 17,612 31,975

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,903 22,019
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 該当事項なし。  

  

前第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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

（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〕

  
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  206,828  12,356  2,983  222,168  －  222,168

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 418  6  487  911  △911  －

計  207,246  12,362  3,471  223,080  △911  222,168

営業利益  1,339  342  454  2,135  △592  1,542
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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前第３四半期連結累計期間16億18

百万円および当第３四半期連結累計期間18億38百万円であり、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。 

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 

 （前第３四半期連結累計期間）  

「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。 

（当第３四半期連結累計期間） 

該当事項なし。  

  

前第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３四半期連結会

計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）ならびに前第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）および当第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）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。 

  
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

  
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  566,171  31,962  8,912  607,045  －  607,045

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 884  13  710  1,608  △1,608  －

計  567,055  31,976  9,622  608,654  △1,608  607,045

営業利益  3,372  941  1,092  5,406  △1,638  3,768

 事業区分  主要製品又は事業内容 

 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 
 

〔所在地別セグメント情報〕
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前第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３四半期連結会

計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）ならびに前第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）および当第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）において、海外売上高がないため該当事項はない。   

  

 該当事項なし。 

  

〔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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