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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 216,185 △13.9 3,692 △24.1 4,264 △14.2 2,217 22.3
21年3月期 251,225 △5.2 4,866 93.6 4,972 62.1 1,813 14.5

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 ％ ％ ％

22年3月期 33.94 ― 5.0 5.8 1.7
21年3月期 27.73 ― 4.1 6.3 1.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  △6百万円

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

22年3月期 76,632 45,351 59.1 697.04
21年3月期 70,756 44,110 62.3 674.18

（参考） 自己資本   22年3月期  45,312百万円 21年3月期  44,071百万円

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

22年3月期 2,899 △1,617 △1,870 16,954
21年3月期 11,273 △3,525 △10,322 17,525

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 980 54.1 2.2
22年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 975 44.2 2.2

23年3月期 
（予想）

― ― ― 15.00 15.00 42.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

95,000 21.1 400 △39.8 800 △11.1 200 △50.2 3.08

通期 250,000 15.6 4,000 8.3 4,600 7.9 2,300 3.7 35.38



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、17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、25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） 22年3月期 75,752,958株 21年3月期 75,752,958株

② 期末自己株式数 22年3月期 10,746,603株 21年3月期 10,383,057株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 196,251 △15.5 1,159 △56.2 2,191 △25.0 1,076 41.0
21年3月期 232,357 △7.2 2,648 39.7 2,922 14.9 763 △45.9

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

22年3月期 16.47 ―

21年3月期 11.67 ―

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 68,347 40,670 59.5 625.63
21年3月期 63,758 40,591 63.7 620.94

（参考） 自己資本 22年3月期  40,670百万円 21年3月期  40,591百万円

※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23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。なお、業績予想に関する事項につきましては、３ページ「１(1)次期の見通し」をご参照ください。 



(1）経営成績に関する分析 

 ＜当期の経営成績＞  

平成20年９月の金融危機を契機に大きく落ち込んだ世界経済は、新興国の旺盛な需要を背景に、急速に回復して

きました。また国内経済も、輸出が主導する形で持ち直してきました。しかしながら、先行きへの不安が残るなかで

設備投資や雇用の回復は遅れており、個人消費についても力強い動きにはなっておりません。 

エネルギー市場において、石油業界は、石油製品価格の適正化に努めましたが、設備過剰のなかで需要は低迷

し、元売各社は厳しい経営を強いられました。ＬＰガス業界は、オール電化の攻勢や消費者の節約志向により需要は

減退しました。一方、輸入価格は緩やかな上昇を続けましたが、需給面では落ち着いた事業環境となりました。 

このような状況下、当期の売上高は、上期の石油製品価格が昨年に比べ大幅に下落したことにより2,161億円（前

年同期比13.9％減）となりました。売上総利益は、石油製品のマージン低下による収益減少を、Ｍ＆Ａによる収益基

盤の拡大により、ほぼ前年並み（97％）となりました。営業利益は、のれんの償却など投資費用の増加により36億円

（前年同期比24.1％減）となりました。経常利益は、営業外収支が改善したことにより42億円（前年同期比14.2％

減）となりました。当期純利益は、投資有価証券評価損等の特別損失が少額だったことにより22億円（前年同期比

22.3％増）となりました。 

業績面では期初の計画に沿って推移しましたが、厳しいエネルギー環境を見るに、これまで以上のスピードで経

営改善に取り組む必要があると考えております。 

当社及びグループ企業は、これらの動向を見据えつつ、事業基盤の強化に取り組んでおります。具体的な当期の

施策及び事業の種類別セグメント業績は、以下のとおりであります。 

①エネルギー事業  

エネルギー事業における石油製品の販売については、卸、小売ともに元売の設備過剰と価格政策による混乱、市

況悪化の影響を受けて大幅にマージンが低下し、当社及びグループ企業の収益は大きく減少しました。このように厳

しい環境ではありましたが、主力製品の灯油については、商圏拡大により販売シェアを伸ばすことができました。Ｌ

Ｐガスについては、民生用の需要が減少するなかで、Ｍ＆Ａによる顧客拡大と卸販売の強化により販売数量を伸ば

し、収益面に貢献しました。また、ガラストップコンロ、エコジョーズ等の高効率燃焼機器やエネファームなど環境

特性に優れた商品の普及促進を図りました。さらに、太陽光発電システム及び燃料電池を取扱う専門チームを設置

し、次世代エネルギー関連の工事力、提案力を強化しております。以上の結果、エネルギー事業の売上高は2,099億

円（前年同期比14.6％減）となりました。 

②その他の事業  

その他の事業につきましては、当社及びグループ企業の強みである家庭用エネルギーの周辺事業として、空調、

電気設備、水回り、リフォーム等の各事業を展開しました。抗菌事業につきましては、新商品の開発を続けるととも

に、海外市場における提案活動を強化した結果、売上を伸ばしました。バイオマス事業については、環境面からバイ

オマス燃料の需要が高まっており順調に推移しました。以上の結果、その他の事業の売上高は62億円（前年同期比

13.1％増）となりました。 

  

 ＜次期の見通し＞ 

国内のエネルギー需要は依然として厳しい状況が続くと予想されますが、当社及びグループ企業は、商圏の拡大

と消費者の増大により主力製品の販売数量を伸ばすとともに、コスト競争力の向上により目標利益の達成に努めま

す。さらに、ソーラーシステムの販売など低炭素社会に向けた取り組みを強化します。また、将来に向けた基盤作り

の課題として、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。 

以上により、平成22年度は売上高2,500億円（前年同期比15.6％増）、営業利益40億円（前年同期比8.3％増）、

経常利益46億円（前年同期比7.9％増）、当期純利益23億円（前年同期比3.7％増）となる見通しです。 

１．経営成績



(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資産、負債及び純資産の状況 

当社及びグループ企業の当期末の総資産は766億円となり、前期と比較して58億円増加しました。増加の主な要因

は、商品価格の上昇に伴い売上債権やたな卸資産が増加したことによるものです。 

また、純資産は453億円となり、前期と比較して12億円増加しました。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3.2ポイント減少し、59.1％となりました。   

②キャッシュ・フローの状況 

当期における連結ベースの現金及び現金同等物は、169億円（前期比3.3％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） 

当期において、営業活動の結果得られた資金は、28億円（前期は112億円の収入）となりました。この主な要因

は、税金等調整前当期純利益39億円、売上債権の増加額、仕入債務の増加額によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期において、投資活動の結果使用した資金は、16億円（前期は35億円の支出）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によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期において、財務活動の結果使用した資金は、18億円（前期は103億円の支出）となりました。この主な要因

は、借入金の返済、配当金の支払いによるものです。 

  

 ＜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。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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・カバレッジ・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（自己株式を除く）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。  

  

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  53.3  49.8  62.3  59.1

時価ベースの自己資本比率（％）  46.4  30.6  39.3  32.8

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（年） 
 9.2  4.0  0.2  0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  29.6  99.6  313.1  69.0



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主各位に対する利益還元を経営の 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38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> 

  

（注）１．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。 

      ２．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。 

     ３．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。  

     ４．㈲伊奈エルピージー企画はシナネン関東ガス販売㈱が同社の株式を平成21年４月に取得しました。 

   ５．奈良エナジックセンター㈱は平成21年５月に設立いたしました。  

     ６．関西シナネンガス販売㈱と近畿コスモガス㈱は平成21年10月に合併いたしました。  

     ７．㈱日工は寿設備工業㈱が同社の株式を平成21年12月に取得いたしました。  

     ８．兵庫ツバメプロパン販売㈱は平成21年12月に阪神シナネン販売㈱に商号変更いたしました。 

      ９．ITC LNG FINANCE (CAYMAN) LIMITEDは平成22年３月に解散いたしました。   

     10．シナネン関東ガス販売㈱は平成22年４月にミライフ㈱に商号変更しております。      

   11．関東コスモガス㈱は平成22年４月に関東エネポート㈱に商号変更しております。 

２．企業集団の状況



   

< 関係会社の状況 >  

  (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。  

名称 住所 
 資本金 

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の

所有割合

（％） 

関係内容 

(連結子会社)           

品川ハイネン㈱ 石川県金沢市 96エネルギー事業 100.0
当社は商品を同社に販売しております。 

役員の兼任 あり 

シナネン関東ガス販売㈱ 
埼玉県北葛飾郡

松伏町 
300エネルギー事業 100.0

当社は商品を同社に販売しております。 

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 

日高都市ガス㈱ 埼玉県日高市 80エネルギー事業 100.0
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 

シナネン石油㈱ 東京都港区 98エネルギー事業 100.0

当社は石油製品を同社に販売しております。 

なお、当社より事務所及び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 

マツバ産業㈱ 兵庫県高砂市 30エネルギー事業 80.0

当社は商品を同社に販売しております。 

なお、当社より事務所及び石油・ガス設備を賃借

しております。 

役員の兼任 あり 

㈱シナネンゼオミック 名古屋市港区 50その他の事業 100.0
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 

㈱イシネン 宮城県石巻市 40エネルギー事業 100.0

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 

㈱シナネン・オートガス 東京都品川区 20エネルギー事業 100.0

当社はガス類を同社に販売しております。 

なお、当社より事務所及びオートガススタンド設

備を賃借しております。 

役員の兼任 あり 

㈱シナネンひまわり      

サービスセンター 

埼玉県北葛飾郡

松伏町 
40エネルギー事業 100.0

同社は当社グループの得意先等に対してＬＰガス

の保安及び配送業務等を行っております。なお、

当社所有の事務所を賃借しております。 

役員の兼任 なし 

その他29社            



(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

ネジメントに真摯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、６％以上を目標にしております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社及びグループ企業は、経営環境の変化に対応し、事業基盤を再構築するため「卸売事業の競争力の強化」、

「小売事業の効率化と業容の拡大」、「新規事業の開発」を基本方針とする中期経営計画「A・LIVE2010」（平成20

年度～22年度）を展開しております。計画スタート時より、原油価格の乱高下、国際的な金融危機や世界経済の悪化

など激変する環境下に置かれましたが、同計画に基づいて事業領域の拡大を進めており、業績面でも概ね利益計画に

沿って推移しております。しかしながら、地球環境問題から石油製品の需要に不透明感が生じていること、エネルギ

ー以外の事業において、リーマンショック以降、国内の需要が大きく減退した影響が残っていることなどにより、平

成22年度営業利益の目標数値を40億円に見直しました。 

なお、引き続き同中期経営計画の各施策を着実に実行し、強固な企業体質への変革をめざしてまいります。 

  

  

(4）会社の対処すべき課題 

 国内景気は、持ち直してきているものの、官民共にＣＯ２排出削減を進めるなかで、今後も化石燃料の消費減退は

進むと予想されます。このような事業環境を踏まえ、当社及びグループ企業は「快適生活プロバイダー」の名のとお

り、エネルギー供給とともに家庭に快適生活を提供すべく、事業基盤の再構築を進めております。 

①エネルギー事業 

 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、消費者がＬＰガス

を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、水回りのメンテナンスなどライフサポートビジネスの展開を進めて事業の拡大を図ります。 

②その他の事業 

 輸入販売業においては、健康ブームによるサイクリング熱の高まりのなか、“new balance”ブランドのスポー

ツサイクルを新たに市場へ投入し、従来の“EASTBOY”ブランドとともに付加価値の高い自転車販売に注力いたし

ます。 

 バイオマス燃料においてはリサイクル工場の増設、抗菌事業においては新商品開発への投資を積極的に推進いた

します。また、資産の有効活用を図り、新しい事業を育ててまいります。 

  

 さらに、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。 

  

  

  

  

３．経営方針



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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,636 16,980

受取手形及び売掛金 19,872 26,111

有価証券 100 －

商品及び製品 2,547 3,136

仕掛品 10 3

原材料及び貯蔵品 88 95

繰延税金資産 490 479

その他 679 866

貸倒引当金 △79 △101

流動資産合計 41,347 47,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,179 14,247

減価償却累計額 △8,518 △8,777

建物及び構築物（純額） 5,660 5,470

機械装置及び運搬具 9,046 9,482

減価償却累計額 △6,261 △6,840

機械装置及び運搬具（純額） 2,785 2,641

土地 9,698 9,915

リース資産 107 299

減価償却累計額 △10 △38

リース資産（純額） 97 260

建設仮勘定 46 60

その他 802 819

減価償却累計額 △524 △575

その他（純額） 277 244

有形固定資産合計 18,567 18,593

無形固定資産   

のれん 1,780 1,463

リース資産 － 29

その他 667 476

無形固定資産合計 2,447 1,969

投資その他の資産   

投資有価証券 4,778 4,861

長期貸付金 114 103

長期前払費用 2,530 1,756

繰延税金資産 149 168

その他 1,264 1,884

貸倒引当金 △442 △275

投資その他の資産合計 8,394 8,499

固定資産合計 29,409 29,061

資産合計 70,756 76,632



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,489 19,773

短期借入金 1,701 1,015

1年内償還予定の社債 48 38

未払金 1,420 1,313

リース債務 19 78

未払法人税等 939 921

未払消費税等 464 131

賞与引当金 689 677

その他 1,581 1,760

流動負債合計 21,354 25,710

固定負債   

社債 55 17

長期借入金 917 966

リース債務 78 322

繰延税金負債 502 727

退職給付引当金 2,542 2,559

役員退職慰労引当金 117 137

長期預り保証金 740 715

その他 338 124

固定負債合計 5,292 5,571

負債合計 26,646 31,281

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金 11,770 11,770

利益剰余金 22,025 23,262

自己株式 △5,777 △5,917

株主資本合計 43,648 44,745

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 430 564

繰延ヘッジ損益 2 1

為替換算調整勘定 △10 0

評価・換算差額等合計 422 566

少数株主持分 38 39

純資産合計 44,110 45,351

負債純資産合計 70,756 76,632



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 251,225 216,185

売上原価 220,252 186,236

売上総利益 30,972 29,949

販売費及び一般管理費 26,106 26,256

営業利益 4,866 3,692

営業外収益   

受取利息 62 31

受取配当金 133 93

受取手数料 60 63

軽油引取税交付金 101 93

保険返戻金 13 53

デリバティブ利益 － 83

その他 403 284

営業外収益合計 774 703

営業外費用   

支払利息 40 40

為替差損 170 22

貸倒引当金繰入額 1 5

持分法による投資損失 6 －

デリバティブ損失 378 －

その他 72 63

営業外費用合計 668 131

経常利益 4,972 4,264

特別利益   

固定資産売却益 6 11

投資有価証券売却益 1 5

その他 － 7

特別利益合計 8 23

特別損失   

固定資産売却損 9 10

固定資産除却損 112 118

減損損失 54 15

のれん償却額 114 －

リース解約損 4 8

投資有価証券評価損 972 22

関係会社株式評価損 － 9

組織再編関連費用 － 83

子会社名称変更費用 － 70

過年度未払賃金 320 －

過年度租税公課 28 －

特別損失合計 1,615 339

税金等調整前当期純利益 3,364 3,949

法人税、住民税及び事業税 1,538 1,598

法人税等調整額 10 131

法人税等合計 1,549 1,730

少数株主利益 1 1

当期純利益 1,813 2,217



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 11,773 11,770

当期変動額   

自己株式の処分 △3 △0

当期変動額合計 △3 △0

当期末残高 11,770 11,770

利益剰余金   

前期末残高 21,192 22,025

当期変動額   

剰余金の配当 △980 △980

当期純利益 1,813 2,217

当期変動額合計 833 1,236

当期末残高 22,025 23,262

自己株式   

前期末残高 △5,775 △5,777

当期変動額   

自己株式の処分 14 2

自己株式の取得 △16 △142

当期変動額合計 △2 △139

当期末残高 △5,777 △5,917

株主資本合計   

前期末残高 42,820 43,648

当期変動額   

剰余金の配当 △980 △980

当期純利益 1,813 2,217

自己株式の処分 11 2

自己株式の取得 △16 △142

当期変動額合計 827 1,096

当期末残高 43,648 44,745



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 706 430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △275 133

当期変動額合計 △275 133

当期末残高 430 564

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △4 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △0

当期変動額合計 7 △0

当期末残高 2 1

為替換算調整勘定   

前期末残高 3 △10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 11

当期変動額合計 △14 11

当期末残高 △10 0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 705 422

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △282 144

当期変動額合計 △282 144

当期末残高 422 566

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 39



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 43,565 44,110

当期変動額   

剰余金の配当 △980 △980

当期純利益 1,813 2,217

自己株式の処分 11 2

自己株式の取得 △16 △142

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △282 144

当期変動額合計 544 1,241

当期末残高 44,110 45,351



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 3,364 3,949

減価償却費 2,776 2,599

のれん償却額 268 323

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 △44

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4 16

その他の引当金の増減額（△は減少） △114 △72

為替差損益（△は益） 108 △6

持分法による投資損益（△は益） 6 －

受取利息及び受取配当金 △196 △124

支払利息 40 40

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △5

投資有価証券評価損益（△は益） 985 27

固定資産除却損 112 118

固定資産売却損益（△は益） 2 △0

売上債権の増減額（△は増加） 12,647 △6,195

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,075 △579

仕入債務の増減額（△は減少） △9,666 5,249

預り保証金の増減額（△は減少） 128 △24

長期前払費用の増減額（△は増加） △395 △323

その他 492 △501

小計 12,602 4,445

利息及び配当金の受取額 197 125

利息の支払額 △36 △42

法人税等の支払額 △1,489 △1,628

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,273 2,899

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 50 113

定期預金の預入による支出 △85 △25

有価証券の売却及び償還による収入 － 110

投資有価証券の売却による収入 56 16

投資有価証券の取得による支出 △21 △17

固定資産の売却による収入 32 106

固定資産の取得による支出 △1,902 △1,227

短期貸付金の増減額（△は増加） 14 15

長期貸付金の回収による収入 30 1

長期貸付けによる支出 △155 △1

子会社株式の取得による支出 △13 －

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

△1,224 △9

保険積立金の積立による支出 － △692

その他 △352 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,525 △1,617



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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） △5,071 △676

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △4,000 －

長期借入れによる収入 100 191

長期借入金の返済による支出 △350 △182

自己株式の売却による収入 11 2

社債の償還による支出 － △48

自己株式の取得による支出 △18 △144

配当金の支払額 △983 △981

少数株主への配当金の支払額 － △0

その他 △10 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,322 △1,870

現金及び現金同等物に係る換算差額 △112 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,687 △571

現金及び現金同等物の期首残高 20,213 17,525

現金及び現金同等物の期末残高 17,525 16,954



 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社名 

連結子会社は41社であり、主要な連結子会社はシナネ

ン関東ガス販売㈱、品川ハイネン㈱、シナネン石油㈱及

び㈱シナネンゼオミックであります。 

なお、㈱直井商店は平成20年４月、北部ガス㈱は平成

20年11月、寿設備工業㈱、関東コスモガス㈱、近畿コス

モガス㈱及び兵庫ツバメプロパン販売㈱は平成20年12

月、㈱ミノスは平成21年３月に株式を取得したことによ

り、連結の範囲に含めております。 

また、マツバホームガス㈱は平成20年９月に株式を追

加取得したため、持分法適用会社から連結子会社に変更

しております。 

１．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社名 

連結子会社は38社であり、主要な連結子会社はシナネ

ン関東ガス販売㈱、品川ハイネン㈱、シナネン石油㈱及

び㈱シナネンゼオミックであります。 

なお、竜ケ崎ガス販売㈱は当社と、㈱ニチエネ・ガス

販売及び佐倉瓦斯㈱はシナネン関東ガス販売㈱と、北部

ガス㈱はシナネン東北ガス販売㈱と平成21年４月に合

併、近畿コスモガス㈱は関西シナネンガス販売㈱と平成

21年10月に合併いたしましたので、連結の範囲から除外

しております。 

  また、㈲伊奈エルピージー企画はシナネン関東ガス販

売㈱が同社の株式を平成21年４月に取得、㈱日工は寿設

備工業㈱が同社の株式を平成21年12月に取得いたしまし

たので、連結の範囲に含めております。 

（2）主要な非連結子会社名 

非連結子会社は㈱プランドゥプラスであります。 

 なお、㈱プランドゥプラスは平成20年４月に株式を取

得しております。 

（2）主要な非連結子会社名 

非連結子会社は㈱プランドゥプラスであります。 

  

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から

みて、連結の範囲から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた

め、連結の範囲から除外しております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用会社の数及びその主要な持分法適用会社

名 

 マツバホームガス㈱は平成20年９月に株式を追加

取得したため、持分法適用会社から連結子会社に変

更しております。これにより、持分法適用会社は０

社となっております。 

２．持分法の適用に関する事項 

 ──────── 

(2）主要な持分法非適用会社名 

 持分法非適用非連結子会社は、㈱プランドゥプラ

スであります。 

 また、主要な持分法非適用関連会社は、㈱新潟品

川であります。 

(1）主要な持分法非適用会社名 

 同左 

  

(3）持分法非適用会社につき、持分法を適用しない理由

 持分法非適用非連結子会社及び持分法非適用関連

会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。 

(2）持分法非適用会社につき、持分法を適用しない理由

同左 

  

  



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、日高都市ガス㈱及びSINANEN DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONBUSTIVEIS LTDA

の決算日は12月31日、寿設備工業㈱の決算日は２月20

日であります。また、北部ガス㈱の決算日は６月30日

であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては同決算日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。

ただし、北部ガス㈱については、連結決算日現在で

本決算に準じた仮決算を実施した財務諸表を使用して

おります。 

また、東京無煙燃料㈱については決算日を１月31日

から３月31日に変更したことに伴い、当連結会計年度

は平成20年２月１日から平成21年３月31日までの14ヶ

月間を連結しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、日高都市ガス㈱及びSINANEN DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONBUSTIVEIS LTDA

の決算日は12月31日、寿設備工業㈱の決算日は２月20

日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては同決算日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。

  

  

  

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

主として月別移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算出しております。 

③ たな卸資産  

同左  

(会計方針の変更) 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

 この変更による損益に与える影響は軽微でありま

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。 

(会計方針の変更)  

──────── 

  



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）については、定額法によってお

ります。  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

（追加情報）  

 当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、

法人税法の改正を契機として機械及び装置の耐用年数

についての見直しを行い、一部の資産について耐用年

数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更してお

ります。 

 この変更による損益に与える影響は軽微でありま

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。 

（追加情報）   

──────── 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（５年間）に基づく

定額法によっております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

③ 長期前払費用 

定額法によっております。 

③ 長期前払費用 

同左 

④ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

④ リース資産 

同左  

（会計方針の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  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。 

（会計方針の変更）  

──────── 



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案

し回収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を

計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

 ──────── (4）重要な収益及び費用の計上基準 

   売上高及び売上原価の計上基準 

  ① 当連結会計年度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及びソフトウェアの開 

     発   

    工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比 

       例法） 

  ② その他の工事及びソフトウェアの開発 

    工事完成基準及び検収基準  

                ──────── （会計方針の変更） 

  請負工事及びソフトウェアの開発契約に係る収益の

計上基準については、従来、工事完成基準及び検収基

準を適用しておりましたが、当連結会計年度より、

「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、当連結会計年度に着手した工

事契約及びソフトウェア開発契約から、当連結会計年

度末までの進捗部分について成果の確実性が認められ

る工事契約及びソフトウェア開発契約については工事

進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他については、工事完成基準及び検収基準を適用

しております。 

  なお、当連結会計年度においてこれによる損益の影

響はありません。  



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。 

なお、在外連結子会社等の資産及び負債、並びに収

益及び費用は連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めております。 

(5）連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換算の基準 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

為替予約取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

外貨建債権・債務及び外貨建予定取引 

ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

主として当社で定めた「為替予約規程」に基づ

き、為替変動リスクをヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジの有効性が高い為替予約取引のみをヘッジ

手段として行っておりますので、有効性の判定は省

略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんについては、発生した都度、

かつ子会社ごとに判断し、その金額の重要性が乏しい

場合を除き、子会社の実態に基づいた適切な償却期間

（計上後20年以内）において定額法により償却してお

ります。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

  



 連結財務財務諸表に関する注記事項 

 （開示の省略） 

  連結貸借対照表関係、連結損益計算書関係、連結株主資本等変動計算書関係、連結キャッシュ・フロー計算書関係、

 リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付

 関係、ストックオプション等関係、企業結合等関係、賃貸等不動産関係に関する注記事項については、決算短信におけ

 る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

4,470百万円、57百万円、35百万円であります。 

──────── 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

評価損益（△は益）」は、前連結会計年度は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「投資有価証券評価損益（△は益）」は６百万円であり

ます。 

──────── 



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な商品及び製品等 

(1）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、左記事業に係る販

売施設の賃貸 

(2）その他の事業……抗菌性ゼオライト、木質系チップ他 

３．前連結会計年度における営業費用のうち、「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

2,509百万円であり、その主なものは、当社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

当連結会計年度における営業費用のうち、「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 

2,491百万円であり、その主なものは、当社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．前連結会計年度における資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は24,841百万円であ

り、その主なものは、当社での「現金及び預金」、「有価証券」及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度における資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は23,994百万円であ

り、その主なものは、当社での「現金及び預金」、「有価証券」及び管理部門に係る資産等であります。 

５．長期前払費用の増加額は資本的支出に含めております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
エネルギー
事 業 

（百万円） 

その他の
事 業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は
全 社 

（百万円） 

連 結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  245,735  5,490  251,225  －  251,225

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 14  204  218 (218)  －

計  245,749  5,694  251,443 (218)  251,225

営業費用  238,528  5,546  244,075  2,284  246,359

営業利益  7,221  147  7,368 (2,502)  4,866

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産  47,163  4,205  51,369  19,387  70,756

減価償却費  2,474  114  2,589  187  2,776

資本的支出  2,257  118  2,376  154  2,531

  
エネルギー
事 業 

（百万円） 

その他の
事 業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は
全 社 

（百万円） 

連 結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  209,976  6,208  216,185  －  216,185

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 18  450  468 (468)  －

計  209,995  6,658  216,654 (468)  216,185

営業費用  204,115  6,361  210,476  2,015  212,492

営業利益  5,880  297  6,177 (2,484)  3,692

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産  53,137  4,329  57,467  19,165  76,632

減価償却費  2,211  213  2,425  173  2,599

資本的支出  1,738  143  1,881  29  1,910



６．会計方針の変更 

 前連結会計年度 

(１）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４.（1）③(会計方針の変更）に記載のとお

り、当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号平成18年７月５日公表分）を適用しております。 

なお、この変更による各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。 

(２）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４.（2）④(会計方針の変更）に記載のとお

り、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、この変更による各セグメントの損益に与える影響はありません。 

当連結会計年度 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４.（4）①、②(会計方針の変更）に記載のとお

り、当連結会計年度より「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。      

なお、この変更による各セグメントの損益に与える影響はありません。 

７．追加情報 

  前連結会計年度 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４.（2）①（追加情報）に記載のとおり、当社及び

国内連結子会社は、当連結会計年度より、法人税法の改正を契機として機械及び装置の耐用年数についての見

直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。 

なお、この変更による各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超え

ているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額    円 銭 674 18

１株当たり当期純利益 円 銭 27 73

１株当たり純資産額   円04銭 697

１株当たり当期純利益 円 銭 33 94

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株

予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左 

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（百万円）  1,813  2,217

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,813  2,217

期中平均株式数（千株）  65,379  65,317

（重要な後発事象）



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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,649 12,653

受取手形 992 982

売掛金 16,908 23,329

有価証券 100 －

商品及び製品 1,839 2,379

原材料及び貯蔵品 － 4

前渡金 193 128

前払費用 82 102

繰延税金資産 145 141

短期貸付金 22 10

関係会社短期貸付金 1,711 498

未収入金 91 106

その他 36 157

貸倒引当金 △46 △62

流動資産合計 35,728 40,429

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,461 7,559

減価償却累計額 △3,688 △3,835

建物（純額） 3,773 3,724

構築物 5,437 5,499

減価償却累計額 △4,063 △4,176

構築物（純額） 1,374 1,322

機械及び装置 4,718 4,815

減価償却累計額 △3,621 △3,798

機械及び装置（純額） 1,096 1,016

車両運搬具 133 135

減価償却累計額 △125 △119

車両運搬具（純額） 7 16

工具、器具及び備品 434 418

減価償却累計額 △254 △289

工具、器具及び備品（純額） 179 128

土地 8,169 8,826

リース資産 36 63

減価償却累計額 △3 △12

リース資産（純額） 32 50

建設仮勘定 15 8

有形固定資産合計 14,649 15,094



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

のれん 136 326

借地権 60 60

商標権 0 3

ソフトウエア 272 186

電話加入権 43 37

電気通信施設利用権 0 0

無形固定資産合計 514 615

投資その他の資産   

投資有価証券 4,425 4,593

関係会社株式 5,235 4,545

出資金 10 10

関係会社出資金 10 10

長期貸付金 96 88

従業員に対する長期貸付金 16 12

関係会社長期貸付金 402 191

破産更生債権等 209 140

長期前払費用 2,115 1,416

差入保証金 352 367

保険積立金 20 696

敷金 262 241

その他 27 58

貸倒引当金 △318 △165

投資その他の資産合計 12,865 12,208

固定資産合計 28,029 27,917

資産合計 63,758 68,347

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,884 19,073

短期借入金 1,495 840

リース債務 6 19

未払金 1,110 1,011

未払費用 637 631

未払法人税等 252 298

未払事業所税 12 12

未払消費税等 276 －

前受金 29 54

預り金 1,566 1,756

賞与引当金 185 157

その他 7 6

流動負債合計 19,465 23,863



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 200 200

リース債務 26 71

繰延税金負債 407 647

退職給付引当金 2,080 2,102

長期預り保証金 699 686

その他 287 105

固定負債合計 3,701 3,813

負債合計 23,166 27,677

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 7,863 7,863

資本剰余金合計 11,771 11,771

利益剰余金   

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 1,743 1,715

別途積立金 13,559 13,559

繰越利益剰余金 3,226 3,349

利益剰余金合計 18,529 18,625

自己株式 △5,777 △5,917

株主資本合計 40,153 40,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 436 559

繰延ヘッジ損益 2 1

評価・換算差額等合計 438 561

純資産合計 40,591 40,670

負債純資産合計 63,758 68,347



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

商品売上高 231,905 195,835

賃貸料収入 452 416

売上高合計 232,357 196,251

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 3,736 1,839

当期商品仕入高 209,404 178,483

合計 213,140 180,323

商品期末たな卸高 1,839 2,379

軽油引取税等 3,932 3,676

他勘定振替高 2,045 2,275

商品売上原価 213,187 179,345

賃貸原価 472 442

売上原価合計 213,659 179,787

売上総利益 18,697 16,463

販売費及び一般管理費   

運送費 4,020 3,909

給料及び手当 2,660 2,399

退職給付費用 358 392

賞与金 485 545

賞与引当金繰入額 185 157

減価償却費 2,101 1,728

賃借料 1,224 1,202

貸倒引当金繰入額 － 17

手数料 2,032 2,124

その他 2,980 2,828

販売費及び一般管理費合計 16,049 15,303

営業利益 2,648 1,159

営業外収益   

受取利息 77 41

有価証券利息 7 0

受取配当金 180 462

受取手数料 209 221

保険返戻金 4 29

軽油引取税交付金 100 92

デリバティブ利益 － 84

その他 314 191

営業外収益合計 894 1,122



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 34 35

貸倒引当金繰入額 － 5

デリバティブ損失 378 －

為替差損 170 22

その他 37 27

営業外費用合計 620 90

経常利益 2,922 2,191

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 1 2

貸倒引当金戻入額 123 －

その他 － 7

特別利益合計 125 11

特別損失   

固定資産売却損 8 8

固定資産除却損 95 103

減損損失 54 12

投資有価証券評価損 971 22

関係会社株式評価損 131 9

抱合せ株式消滅差損 － 140

過年度未払賃金 222 －

過年度租税公課 28 －

その他 0 33

特別損失合計 1,512 330

税引前当期純利益 1,535 1,872

法人税、住民税及び事業税 747 647

法人税等調整額 25 149

法人税等合計 772 796

当期純利益 763 1,076



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 7,863

当期変動額   

自己株式の処分 △3 △0

当期変動額合計 △3 △0

当期末残高 7,863 7,863

資本剰余金合計   

前期末残高 11,774 11,771

当期変動額   

自己株式の処分 △3 △0

当期変動額合計 △3 △0

当期末残高 11,771 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 1,770 1,743

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △27 △27

当期変動額合計 △27 △27

当期末残高 1,743 1,715

別途積立金   

前期末残高 13,559 13,559

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,559 13,559



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,416 3,226

当期変動額   

剰余金の配当 △980 △980

買換資産圧縮積立金の取崩 27 27

当期純利益 763 1,076

当期変動額合計 △189 123

当期末残高 3,226 3,349

利益剰余金合計   

前期末残高 18,746 18,529

当期変動額   

剰余金の配当 △980 △980

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 763 1,076

当期変動額合計 △217 96

当期末残高 18,529 18,625

自己株式   

前期末残高 △5,773 △5,777

当期変動額   

自己株式の処分 12 2

自己株式の取得 △16 △142

当期変動額合計 △4 △139

当期末残高 △5,777 △5,917

株主資本合計   

前期末残高 40,377 40,153

当期変動額   

剰余金の配当 △980 △980

当期純利益 763 1,076

自己株式の処分 9 2

自己株式の取得 △16 △142

当期変動額合計 △224 △44

当期末残高 40,153 40,109



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 708 436

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △272 123

当期変動額合計 △272 123

当期末残高 436 559

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △4 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △0

当期変動額合計 7 △0

当期末残高 2 1

評価・換算差額等合計   

前期末残高 703 438

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △265 122

当期変動額合計 △265 122

当期末残高 438 561

純資産合計   

前期末残高 41,081 40,591

当期変動額   

剰余金の配当 △980 △980

当期純利益 763 1,076

自己株式の処分 9 2

自己株式の取得 △16 △142

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △265 122

当期変動額合計 △489 78

当期末残高 40,591 40,670



 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -
	- 26 -: - 26 -
	- 27 -: - 27 -
	- 28 -: - 28 -
	- 29 -: - 29 -
	- 30 -: - 30 -
	- 31 -: - 31 -
	- 32 -: - 32 -
	- 33 -: - 33 -
	- 34 -: - 34 -


