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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）

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 ％

22年3月期 80,548 △16.9 263 △85.4 674 △71.7 214 △74.3

21年3月期 96,893 △4.8 1,806 64.3 2,381 45.5 836 △1.6

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 ％ ％ ％

22年3月期 10.67 ― 0.7 1.7 0.3
21年3月期 38.61 ― 2.8 6.0 1.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  4百万円 21年3月期  17百万円

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 39,480 29,858 75.5 1,482.28
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  29,823百万円 21年3月期  29,644百万円

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 △1,556 △968 △189 8,876
21年3月期 7,375 525 △1,125 11,591

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 ― 4.25 ― 5.75 10.00 216 25.9 0.7
22年3月期 ― 4.25 ― 4.25 8.50 172 79.7 0.6

23年3月期 
（予想）

― 4.25 ― 4.25 8.50 21.4

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）

 

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

40,000 11.8 190 ― 350 110.6 170 63.3 8.45

通期 90,000 11.7 1,200 355.9 1,500 122.4 800 272.5 39.76



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、20～21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」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、37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） 22年3月期 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  3,933,808株 21年3月期  3,932,336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）

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 ％

22年3月期 78,816 △16.9 194 △89.4 609 △74.6 172 △81.4

21年3月期 94,868 △4.4 1,832 68.9 2,396 48.1 925 18.7

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 8.46 ―

21年3月期 42.29 ―

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

22年3月期 37,770 28,685 75.9 1,409.91
21年3月期 37,529 28,560 76.1 1,403.69

（参考） 自己資本 22年3月期  28,685百万円 21年3月期  28,560百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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

39,000 11.6 140 ― 300 136.7 140 95.8 6.88

通期 88,000 11.7 1,100 467.0 1,400 129.7 750 335.9 36.86



(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、前年度に発生した世界的な金融収縮と景気後退の影響を受け低調な滑り出

しとなりました。その後は生産調整や景気刺激策などの効果が表れ始め、次第に回復基調に入りましたが、雇用情勢

や個人消費には依然として回復の動きが見られず、デフレ傾向も強まってきたことなどから、先行きに対する不透明

感は払拭されないままとなっております。 

エネルギー業界では、原油価格の大幅な下落に伴い自動車用燃料を中心に少しずつ需要の落ち込みに底打ち感が出

始めましたが、省エネ・省力化や海外への生産拠点のシフト、さらには環境問題に対応した天然ガスへの燃料転換な

どが進んだことにより産業用需要の落ち込みには歯止めがかかりませんでした。また、原油価格が年間を通じてじわ

じわと上昇を続けたことも需要の抑制につながりました。 

建設資材業界では、マンションを中心とした住宅着工戸数の減少が見られ、非居住用建築物も公共投資や民間投資

の抑制に伴い激減したことから、セメント、生コンクリートともに需要量は大きく落ち込みました。また過当競争が

激化したことなどにより建材商品の販売価格が低迷いたしました。 

こうした中、当社グループは、徹底した運営の効率化を図ると共に、拡大が期待されるエリア・チャネルに対して

は積極的な資源の投入を行い事業の拡充に努めました。また、財務の健全性を維持し、内部統制機能の一層の強化に

も努めることで、地域に貢献する生活産業商社としての基盤構築を推進いたしました。 

その結果、売上高に役務収益を加えた営業収益は、エネルギー関連での販売価格の下落と産業用燃料や建設資材の

販売数量の落ち込みが影響して805億４千８百万円（前期比16.9％減）となり、競争激化による石油燃料での利幅の

圧縮や貸倒処理の影響により営業利益は２億６千３百万円（前期比85.4％減）、経常利益は６億７千４百万円（前期

比71.7％減）の減益となりました。また、投資有価証券評価損や減損損失などの特別損失を計上したことなどによ

り、当期純利益は２億１千４百万円（前期比74.3％減）となりました。 

①エネルギー関連 

・石油部門 

リーマン・ショック以降の金融収縮に伴う投機資金の流出により一旦は大幅に下落していた原油価格も、景気回復

への期待感が高まると共に次第に値を戻し、年度末にはバレルあたり80ドル近辺まで上昇いたしました。しかしなが

ら国内の末端市況は、需要の伸び悩みを反映した過当競争の激化により、こうした流れを速やかに転嫁することがで

きず、収益環境は著しく悪化いたしました。 

このような中、当部門では、サービスステーション網の整備を進め、10月に滋賀県甲賀市に31店舗目の直営店とな

る水口西サービスステーションを開設し、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のセルフ化改造

を実施いたしました。また店舗の美化や禁煙化をさらに推し進め、顧客満足度の向上を図ると同時に、経営効率化の

観点からグループ制を廃し、部門直轄管理体制といたしました。 

産業用直販・卸売では、チャネル別での委員会活動を強化し全国での拡販に努めました。産業用分野を中心とした

既存取引先での需要の減少に対しては、民生用灯油や輸送用車両燃料での拡販で対処すると共に、環境性能での優位

性を前面に押し出した産業用液化ガスの需要掘り起こしに注力いたしました。 

・液化ガス部門 

原油価格の動きに歩調を合わせ、液化ガスの輸入価格（ＣＰ）もほぼ右肩上がりの上昇となりました。都市ガスや

オール電化への転換は依然として市場を侵食してはおりますが、高機能機器の開発やＬＰガスの持つ優位性の訴求を

業界全体で行っていく中で、 適な家庭用エネルギーの選択を顧客目線で推奨していく体制作りが進められておりま

す。 

こうした中、当社グループでは、家庭用直販と卸売を合わせた民生用分野において、液化ガスのみならず快適な暮

らしを支援する立場から、あらゆる商品やサービスをご提供する地域に根ざした活動を推し進め、商圏の確保に努め

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、販売基盤の強化を図りました。 

以上により、エネルギー関連での売上高に役務収益を加えた営業収益は、販売価格の下落と産業用燃料の販売数量

の落ち込みが影響して514億８千万円（前期比24.3%減）となりました。 

１．経営成績



②建設資材関連 

・セメント生コンクリート部門 

建築需要の低迷は、そのままセメントや生コンクリートの需要の減少に結びつき、年間での需要量はそれぞれピー

ク時から見てほぼ半減し業界を直撃いたしました。また流通の効率化が推し進められると、それまでの過当競争体質

とあいまって業界全体での与信力の低下が顕在化し、より一層の混乱につながっております。 

こうした中、セメントでは既存取引先での取扱量減少に対処すべく、新規間口の拡大や販売チャネルの拡充を行い

販売数量の確保に努めました。また、流通の中では強固な経営基盤を活用することでメーカーの販売政策を補完する

役割を果たし、販売網の拡大を図りました。生コンクリートでは物件の減少と小型化に対して、施主や建設会社との

より緊密な関係強化に努めると同時に、地域情報の早期収集を図り、物件の取りこぼしを 小限に抑え契約残高の積

み上げに注力いたしました。また部門内では特販部との連携や委員会活動の強化を通じて支店ごとの情報を一元共有

化し営業力の強化につなげました。 

・建材部門 

住宅着工戸数が大きく落ち込む中、過当競争はますます激化いたしました。特にマンション需要の落ち込みが目立

ち、集合住宅向け資材の売上に影響を及ぼしました。また物件の小型化も目立ち、市場規模そのものの縮小が懸念さ

れる状況となっております。 

このような中で、当部門は取り扱い商材の幅を広げ、一物件における売上高の積み上げを図ると共に、建設会社へ

の直接営業を強化し物件の確保に努めました。また戸建住宅では下期以降に需要が少しずつ上向き、住宅販売会社や

開発会社、サッシメーカーとの連携強化の中で物件の獲得を行いました。  

以上により、建設資材関連での売上高に役務収益を加えた営業収益は、販売数量で落ち込みが見られたものの建材

での計上基準の変更などが寄与して285億１千４百万円（前期比1.2%増）となり増収となりました。 

③その他の部門 

ガス機器部門では、これまで実証試験段階にあった家庭用燃料電池の本格販売に着手するなど環境関連商品を中心

とした次世代機器への取り組みに着手いたしました。また、液化ガス販売網を活用したリフォームやサービスステー

ション網を活用した保険、車両リース販売も積極的に展開し、小売事業全体を連結した基盤の確立に努めました。 

以上により、その他の部門での売上高に役務収益を加えた営業収益は、宝飾品販売事業からの撤退などが影響して

５億５千３百万円（前期比19.8%減）となりました。 

次期の見通しにつきましては、依然として不透明感の強い経済情勢ではありますが、景気回復の足取りは次第に力

強さを取り戻し、当社グループの取り扱っております生活に密着した商品への需要は次第に回復していくものと見て

おります。当社グループは、今こそ原点への回帰を強く意識し、より顧客の信認を得られるようこれまでに培ってま

いりましたノウハウを底力として結集し、徹底した効率化と経営資源の集中に取り組んでまいります。 

また新年度からは、第三次中期経営計画がスタートいたします。そこに描かれた将来のビジョンを確実に実現して

いくためにも初年度は積極的な機構改革と投資を断行し、新たな経営基盤の構築に努めてまいります。 

なお、部門別での施策は以下のとおりです。 

石油部門におきましては、サービスステーション網の整備を進めてまいります。特に近年は顧客の指向にも変化が

見られ、顧客に受け入れられる業態の確立とより顧客の側に立ったサービスの提供が求められており、スクラップア

ンドビルドの推進、セルフ化改造を推し進めてまいります。産業用直販と民生用卸売につきましては、販売エリアに

沿った拠点の再整備を実行し、広域拡販と地域密着の両面展開を効率的に行ってまいります。 

液化ガス部門におきましては、担当者ごとで重複する業務を用途別にくくりなおし組織の再編に着手いたします。

特に家庭用ガスの分野では顧客密着の姿勢を前面に押し出し、リフォームやガス機器販売、環境関連商品販売を総合

した体制作りを行ってまいります。また顧客の安全こそが 優先課題であり、保安確保のための体制強化を行動の基

本に置き取り組んでまいります。 

建設資材部門におきましては、セメント生コンクリートでは商社機能の一層の充実を目指して、メーカーや建設会

社との連携を強化し当社独自の専門性を発揮してまいります。主要商圏となる首都圏・東海圏・近畿圏を軸として、

エリアの拡充を推進いたします。建材では、連結会社との連携を強化するとともに、首都圏、近畿圏での施工管理体

制の充実を図ってまいります。 

スタッフ部門におきましては、徹底した効率化を推進してまいります。営業部門との密接な情報交換により、債権

管理コストの低減、また全社・部門運営コストの削減などに取り組みます。 

以上の施策により、次期の売上高に役務収益を加えた営業収益は900億円（前期比11.7%増）、営業利益は12億円

（前期比355.9%増）、経常利益は15億円（前期比122.4%増）、当期純利益は８億円（前期比272.5%増）を予想してお

ります。 



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末における総資産は、394億８千万円となり、前連結会計年度末と比較して３億４千５百万円の増

加となりました。主な要因は、「現金及び預金」が26億４千２百万円減少した一方で、「受取手形及び売掛金」が11

億５千８百万円、「工事未収金」が８億８千４百万円、「未収還付法人税等」が４億７千万円、「土地」が４億９千

２百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

（負債） 

当連結会計年度末における負債は、96億２千２百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億７千４百万円の増

加となりました。主な要因は、「未払法人税等」が８億５千９百万円減少した一方で、「支払手形及び買掛金」が４

億３千２百万円、「工事未払金」が４億９千８百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は、298億５千８百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億７千万円の増

加となりました。主な要因は、当期純利益２億１千４百万円と剰余金の配当２億３百万円により「利益剰余金」が１

千１百万円増加し、又、「その他有価証券評価差額金」が１億６千８百万円増加したことによるものです。 

この結果、自己資本比率は75.5％、１株当たり純資産は1,482円28銭となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの減少により、88億７千６百万円（前連結会計年度末は115億９千１百万円、前連結会計年度比23.4％

減）となりました。 

当連結会計年度末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、15億５千６百万円（前連結会計年度は73億７千５百万円の獲得）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純利益、仕入債務の増加及び売上債権の増加、法人税等の支払額によるもので

あります。 

（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、９億６千８百万円（前連結会計年度は５億２千５百万円の獲得）となりまし

た。これは主に、定期預金の預入による支出、有形及び無形固定資産の取得による支出によるものであります。 

（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、１億８千９百万円（前連結会計年度は11億２千５百万円の使用）となりまし

た。これは主に、配当金の支払額２億２百万円によるものであります。 



 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（注） 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 

・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おります。 

・株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（期末自己株式数除く）により算出しております。 

・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

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

・平成20年３月期及び平成22年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・カバレッジ・

レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローの金額がマイナスであるため記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株主の皆様に対する配当政策を 重要課題の一つとして位置付けており、経営環境や業績動向等を総合的に

勘案して安定した配当を継続的に実施するとともに、営業拠点の開発整備など将来の経営規模の拡大に備えるべく内

部留保にも努めることを基本としております。 

この基本方針に基づき、平成22年３月期の期末配当金につきましては４円25銭を予定しております。これにより、

中間配当金４円25銭と合わせて、年間配当金は１株につき８円50銭となります。 

なお、次期の配当につきましては、中間、期末ともに４円25銭、年間で８円50銭を予定しております。   

(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。 

①原油価格及び為替レートの変動 

当社グループの主力商品である石油製品や液化ガスなどの価格は、原油価格やＣＰ、為替レートの変動に影響を受

けやすく、国内外での政治的・経済的要因によってエネルギー情勢が大きく変化した場合には、当社グループの業績

と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

②競合の影響 

当社グループが取り扱う商品の多くは、競合他社との差別化が非常に困難であることから、商品、地域ごとでの競

争の激化が予想されます。当社グループでは安定供給やコンサルティング力の強化によって付加価値の創造に努めて

おりますが、競合他社や新規参入者の状況によっては、当社の予想を超えて販売価格の下落を招く可能性があり、売

上高の減少や単位あたりの利益及び利益率の低下など、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

③エネルギー需要の変化 

石油、液化ガス、電力、天然ガスといった従来のエネルギーに加え、太陽光や風力といった新エネルギーの開発も

進み、エネルギー間競争の激化が予想されます。省エネ技術の進展や環境への影響、さらにはエネルギーごとのコス

ト競争力の変化によって当社の販売量が大幅に減少した場合、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。 

  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 ％ 71.7 ％ 74.5 ％ 75.7 ％ 75.5

時価ベースの自己資本比率 ％ 33.0 ％ 22.4 ％ 17.1 ％ 17.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 年 0.2  － 年 0.1   －

インタレスト・カバレッジ・レシオ  400.3  －  771.5  －



④特定企業との取引 

当社グループは、仕入の大半を一部の企業に依存しており、それぞれ売買基本契約を締結し、安定的かつ良好な関

係を維持しております。しかしながら、何らかの理由でこれらの企業との取引に問題が生じた場合は、当社グループ

の業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤自然災害や事故による影響 

当社グループの取り扱う商品の大半は危険物であり、法定点検のほかに自主基準に基づく点検や防災訓練などを実

施し、安全管理システムの整備や社内教育にも万全を期しておりますが、大規模災害が発生した場合には、当社グル

ープの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥土壌などの環境汚染 

販売設備の老朽化に伴う土壌汚染が問題となっておりますが、当社グループでは自主管理基準に基づき厳格な管理

と改修を実施いたしております。しかしながら、何らかの理由により地域社会に被害を与えた場合には、当社グルー

プの業績や事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦個人情報の管理 

当社グループは、サービスステーションや家庭用液化ガス、ガス機器、リフォームといった事業において個人情報

を有しております。これら情報の取り扱いについては「個人情報保護規程」を策定し、細心の注意を払っております

が、万が一、何らかの理由により情報が流出した場合には、信用が著しく低下し、当社グループの業績や事業活動に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑧固定資産の減損 

当社グループでは、数多くの事業用資産を有しており、それぞれについて効率的な活用を行っておりますが、大幅

に時価が下落した場合や将来の事業収益性の悪化が予測される場合には減損損失が発生し、当社グループの業績と財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨システム障害の発生 

当社グループが業務上運用しております情報システムについて、自然災害やその他の理由により何らかの障害が発

生した場合には、当社グループの業績や事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩保有有価証券時価の変動 

当社グループが保有する有価証券について、経済情勢やその他の理由で大幅に時価が下落した場合には、当社グル

ープの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑪気候の変動 

当社グループが取り扱っております灯油や液化ガスは、気温や水温の変化に敏感に反応することから、気候の変動

が販売計画や価格政策に大きく影響を与え、当社グループの業績や事業活動にも影響を及ぼす可能性があります。 

⑫パンデミック等による事業の中断 

当社グループでは業務への関与を複線化すると共に、業務マニュアルを整備するなど事業継続計画の策定と整備に

努めております。また主要事業所には緊急物資を配備するなど対策には万全を期しております。しかしながら想定を

超えた事態が発生した場合には、事業活動が中断し当社グループの業績や事業活動に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  



当社グループ（当社、連結対象子会社９社、持分法適用会社３社（平成22年３月31日現在）により構成）において

は、エネルギー関連・建設資材関連・その他の３部門に関係する事業を行っており、当社及び関係会社の位置付けは

次のとおりであります。 

［主な関係会社］ 

（エネルギー関連） 

昭和ガステック有限会社、山田ガステック株式会社、湖北ガス株式会社 

（建設資材関連） 

上原産業有限会社、上成商事株式会社、上原硝子株式会社、京都三協サッシ株式会社、新ダイヤ産業株式会社、 

山科三協ビルサッシ株式会社 

［事業系統図］ 

以上の企業集団を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

※ 湖北ガス株式会社は、平成20年３月31日の臨時株主総会にて解散決議を行っております。 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、創業以来、生活に深く関わる地域に密着した事業を推進し、顧客への商品やサービスの提供を通

じて社会に貢献することを基本理念としております。 

その実現に向けては、社員相互の信頼関係を基に、それぞれが自己責任を果たし、必要不可欠の存在として活動す

ることで、簡素で効率的な経営を実践いたしております。  

(2）目標とする経営指標 

第二次中期経営計画に掲げてまいりました目標を引き継ぎ、第三次中期経営計画におきましても売上高1,000億

円、経常利益20億円、総資産経常利益率5.0％の安定的な達成を目指しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループではこの度、第三次中期経営計画＜１００年想造企業 上原成商事＞を策定いたしました。 

○基本的な考え方 

当社グループは、生活産業商社として人々の豊かな生活の実現に寄与していくことを経営の基本としております。

時代の変遷と共に需要構造もまた絶えず変化を続けてまいりますが、いかなる環境下にあっても、当社グループは常

に顧客からの信認こそを羅針盤とし、顧客の目線で顧客の立場から顧客の指向に合致した販売体制の確立と付加価値

を創出する仕組み作りに取り組んでいかなければなりません。 

○基本戦略 

・より簡素で効率的に → 効率化目標ＲＯＨの設定 

顧客の信認の証としての収益を着実に手元に確保するためには簡素で効率的な経営の推進が必須であり、そのため

には収益を生み出す基本要素となる人的資源の 大能力の発揮こそが効率化の根本であると考えております。 

人的資源が生み出す収益＝リターン・オン・ヒューマンリソースを商品、部門単位で目標として設定し、事業規

模・領域の拡大拡充に挑戦いたします。 

・より顧客の側へ → セグメントの再区分＝生活サポート事業と産業サポート事業の切り分け 

第二次中期経営計画で示してまいりました事業の領域による区分をマネジメント区分としても採用し、市場特性や

顧客ニーズに適合した活動を実践いたします。 

具体的な活動内容としては、拠点・人的資源の再配置や「かるがもガス」ブランドでの家庭用ガス事業の展開など

があります。 

○新エネルギー・新商材開拓 

・環境事業推進グループ、ＦＣソーラーグループの設置 

新しい事業の開拓に向けて、環境をキーワードとした取り組みを強化いたします。各部門との連携の下で開拓を専

門に行う部署として環境事業推進グループを設置し、液化ガス部門内には従来から推し進めてまいりました家庭用燃

料電池（ＦＣ）や太陽光発電機器の拡販について担当するＦＣソーラーグループを設置いたしました。 

また全社では、環境関連商品の積極的拡販に向けてＥＣＯ＝ＵＳ（エコアス）プロジェクトを立ち上げ、さらに取

扱商品の裾野を広げてまいります。  

 

      エコ＝アス   エコはエコロジー、アスは上原成・スタンダード 

 環境保護は当社の基本であるとの想いをロゴタイプに託しました。 

 また、ＵＳ（アス）には、「明日」の豊かな生活、快適な環境を「私たち」、「私たち」グループ企業が 

お届けするとの意味も重ねてあります。 

３．経営方針



(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループを取り巻く環境には依然として厳しさが感じられますが、変化こそを 大のチャンスと捉え、新しい

経営基盤の構築に向け積極果敢に挑戦してまいります。 

石油エネルギーのリテール事業におきましては、次世代自動車の普及と需要構造の変化への対応が課題となってお

ります。需要量の減少といった側面ばかりからでなく、顧客が店舗に求めているものは何か、新たに提供できるサー

ビスは何かといった観点からの事業戦略の構築と店舗網整備を進めていかなければなりません。当面はスクラップア

ンドビルドの推進とオペレーションの見直しから着手し、生活サポート事業の基盤として足場を固めてまいります。

液化ガスエネルギーのリテール事業におきましては、顧客との密着度向上が課題となっております。単なる供給業

者にとどまっているだけでは、商圏を活用した事業拡充は難しく、今後はリフォームや機器販売などとの連携を強化

し、常に顧客の身近なところで活動する存在とならなければなりません。また、保安の確保は販売の土台に位置し、

顧客の安全は何よりも優先されなければなりません。常に安心してお使いいただける体制の構築と維持も恒久的課題

となります。 

エネルギーと建設資材の産業用直販と卸売事業におきましては、商社機能の充実と徹底した効率運営が課題となっ

ております。低迷する需要の中で、取引相手として認めてもらうためには、他社にないノウハウ・技術の習得が重要

な要素となり、人材教育の徹底と適所への配置が必要となります。またメーカーを中心として業界の再編が進んでお

り、目まぐるしく変化する業界環境への即時適応と一歩先を読んだ体制の構築も課題となっております。 

スタッフ部門では、制度変更や更なる内部統制強化への的確な対応が課題となっております。公明正大にして透明

性の高い経営を推進し、業務手順の見直しや監視体制の整備を定期的に実施することで、簡素で効率的な運営を維持

していくことが求められます。 

また全社的には、企業の社会的性格をより鮮明に打ち出し、地域社会の一員としての責務を果たしていくことが求

められます。持続的継続的な取り組みの中で着実に社会に貢献していくことこそは、まさに企業理念の具現化であ

り、当社グループに所属する全ての人々にとっても自らの存在意義を確認するための重要な取り組みとなります。 



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 ※2  12,565 ※2  9,923

受取手形及び売掛金 12,844 14,002

工事未収金 － 884

有価証券 － 200

商品及び製品 275 398

仕掛品 30 －

未成工事支出金 － 38

販売用不動産 0 0

前渡金 498 309

未収還付法人税等 － 470

繰延税金資産 339 168

その他 215 267

貸倒引当金 △320 △457

流動資産合計 26,449 26,205

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,231 4,191

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,992 △3,014

建物及び構築物（純額） 1,238 1,176

機械装置及び運搬具 2,631 2,689

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,090 △2,176

機械装置及び運搬具（純額） 540 513

土地 1,580 2,072

リース資産 8 199

減価償却累計額 △1 △19

リース資産（純額） 7 180

建設仮勘定 － 11

その他 228 234

減価償却累計額及び減損損失累計額 △193 △197

その他（純額） 35 36

有形固定資産合計 3,402 3,991

無形固定資産   

のれん 69 44

その他 116 129

無形固定資産合計 185 173

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  3,752 ※1  3,750

長期貸付金 155 260

差入保証金 4,405 4,486

投資固定資産 465 150

減価償却累計額及び減損損失累計額 △358 △105

投資固定資産（純額） 106 44

繰延税金資産 170 65



（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) 

その他 747 618

貸倒引当金 △239 △116

投資その他の資産合計 9,098 9,109

固定資産合計 12,686 13,274

資産合計 39,135 39,480

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,591 5,024

工事未払金 － 498

短期借入金 ※5  58 ※5  92

未払法人税等 879 19

繰延税金負債 1 0

前受金 536 272

賞与引当金 198 183

役員賞与引当金 40 26

その他 2,294 2,495

流動負債合計 8,599 8,613

固定負債   

リース債務 6 161

繰延税金負債 0 7

退職給付引当金 329 361

役員退職慰労引当金 511 479

固定負債合計 848 1,009

負債合計 9,448 9,622

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 19,564 19,575

自己株式 △1,273 △1,274

株主資本合計 29,296 29,307

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 347 516

評価・換算差額等合計 347 516

少数株主持分 42 34

純資産合計 29,687 29,858

負債純資産合計 39,135 39,480



（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 96,039 79,726

売上原価 88,891 74,656

売上総利益 7,147 5,070

役務収益 854 821

営業総利益 8,001 5,892

販売費及び一般管理費 ※1  6,195 ※1  5,628

営業利益 1,806 263

営業外収益   

受取利息及び配当金 150 120

有価証券利息 7 5

仕入割引 137 92

受取賃貸料 60 44

報奨金 154 143

持分法による投資利益 17 4

その他 144 71

営業外収益合計 672 482

営業外費用   

支払利息 9 9

売上割引 42 31

投資固定資産減価償却費 4 4

その他 42 25

営業外費用合計 98 70

経常利益 2,381 674

特別利益   

固定資産売却益 ※2  84 ※2  0

貸倒引当金戻入額 14 15

投資有価証券売却益 1 0

特別利益合計 100 15

特別損失   

固定資産処分損 ※3  11 ※3  4

投資有価証券評価損 122 65

会員権評価損 1 2

出資金評価損 29 4

リース解約損 － 0

減損損失 ※4  402 ※4  53

その他 － 2

特別損失合計 567 132

税金等調整前当期純利益 1,913 557

法人税、住民税及び事業税 1,200 136

法人税等調整額 △126 214

法人税等合計 1,074 350

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △7

当期純利益 836 214



（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 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   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,456 5,456

利益剰余金   

前期末残高 18,927 19,564

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △203

当期純利益 836 214

当期変動額合計 637 11

当期末残高 19,564 19,575

自己株式   

前期末残高 △369 △1,273

当期変動額   

自己株式の取得 △903 △0

当期変動額合計 △903 △0

当期末残高 △1,273 △1,274

株主資本合計   

前期末残高 29,563 29,296

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △203

当期純利益 836 214

自己株式の取得 △903 △0

当期変動額合計 △266 10

当期末残高 29,296 29,307



（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 651 347

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △303 168

当期変動額合計 △303 168

当期末残高 347 516

評価・換算差額等合計   

前期末残高 651 347

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △303 168

当期変動額合計 △303 168

当期末残高 347 516

少数株主持分   

前期末残高 40 42

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △8

当期変動額合計 2 △8

当期末残高 42 34

純資産合計   

前期末残高 30,254 29,687

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △203

当期純利益 836 214

自己株式の取得 △903 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △301 160

当期変動額合計 △567 170

当期末残高 29,687 29,858



（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 1,913 557

減価償却費 237 283

減損損失 402 53

長期前払費用償却額 9 11

のれん償却額 29 30

持分法による投資損益（△は益） △17 △4

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 122 65

会員権売却損益（△は益） － 0

会員権評価損 1 2

出資金評価損 29 4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29 △32

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △15

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52 31

貸倒引当金の増減額（△は減少） 252 14

受取利息及び受取配当金 △157 △125

支払利息 9 9

固定資産売却損益（△は益） △82 △0

売上債権の増減額（△は増加） 6,344 △2,042

たな卸資産の増減額（△は増加） 204 △131

差入保証金の増減額（△は増加） △47 △81

その他の流動資産の増減額（△は増加） 163 132

投資その他の資産の増減額 △24 126

仕入債務の増減額（△は減少） △1,133 959

その他の流動負債の増減額（△は減少） △176 △12

その他 66 △61

小計 8,231 △240

利息及び配当金の受取額 160 126

利息の支払額 △9 △9

法人税等の支払額 △1,005 △1,432

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,375 △1,556



（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) 

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 △256 △207

定期預金の払戻による収入 1,092 135

投資有価証券の取得による支出 △116 △21

投資有価証券の売却による収入 2 0

貸付けによる支出 △38 △147

貸付金の回収による収入 21 26

有形及び無形固定資産の取得による支出 △282 △745

有形及び無形固定資産の売却による収入 143 10

その他 △39 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー 525 △968

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 7 41

短期借入金の返済による支出 △25 △7

長期借入金の返済による支出 △4 －

リース債務の返済による支出 － △19

配当金の支払額 △199 △202

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 △1,125 △189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,776 △2,714

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期末残高 ※  11,591 ※  8,876



 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

項目 
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 連結子会社の数  ９社 

上成商事㈱ 

上原産業㈲ 

京都三協サッシ㈱ 

上原硝子㈱ 

昭和ガステック㈲ 

湖北ガス㈱ 

新ダイヤ産業㈱ 

山科三協ビルサッシ㈱ 

山田ガステック㈱ 

連結子会社の数  ９社 

上成商事㈱ 

上原産業㈲ 

京都三協サッシ㈱ 

上原硝子㈱ 

昭和ガステック㈲ 

湖北ガス㈱ 

新ダイヤ産業㈱ 

山科三協ビルサッシ㈱ 

山田ガステック㈱ 

２．持分法の適用に関する事項 (イ)持分法適用関連会社の数 ３社 

豊国石油㈱ 

橋立生コンクリート工業㈱ 

㈱ダン生コン 

(イ)持分法適用関連会社の数 ３社 

豊国石油㈱ 

橋立生コンクリート工業㈱ 

㈱ダン生コン 

  (ロ)他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において所有し

ているにもかかわらず関連会社としな

かった当該他の会社等の名称 

湖東生コンクリート販売㈿ 

滋賀南西部生コン販売㈿ 

(ロ)他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において所有し

ているにもかかわらず関連会社としな

かった当該他の会社等の名称 

湖東生コンクリート販売㈿ 

滋賀南西部生コン販売㈿ 

  （関連会社としなかった理由） 

 上記の組合は、協同組合法の基準及

び原則に準拠して組合員５社で平等に

出資額を配分して設立されたものであ

り、単独で上記の会社等の財務及び営

業又は事業の方針の決定に対して重要

な影響を与えることができないため、

関連会社としてはおりません。  

（関連会社としなかった理由） 

 上記の組合は、協同組合法の基準及

び原則に準拠して組合員５社で平等に

出資額を配分して設立されたものであ

り、単独で上記の会社等の財務及び営

業又は事業の方針の決定に対して重要

な影響を与えることができないため、

関連会社としてはおりません。  

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の決算日は連結決算日と一

致しております。 

同左 

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 

(イ)有価証券 

満期保有目的の債券 

  償却原価法による定額法によってお

ります。 

(イ)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 

 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）によっております。 

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によってお

ります。 

時価のないもの 

同左 



   

項目 
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） 

  (ロ)たな卸資産 

商品及び製品については、先入先出

法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）によっておりま

す。 

ただし、販売用不動産については、

個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定）によっており

ます。 

(ロ)たな卸資産 

商品及び製品については、先入先出

法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）によっておりま

す。 

ただし、販売用不動産については、

個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定）によっており

ます。 

  （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。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

  

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物及び構築物   ３年～50年 

 機械装置及び運搬具 ５年～15年 

(イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (ロ)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、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、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。 

(ロ)リース資産 

同左 



項目 
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 (イ)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

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

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

  (ロ)賞与引当金 

従業員の賞与支払に備えるため、支

給見込額を計上しております。 

(ロ)賞与引当金 

同左 

  (ハ)役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当連結会

計年度における支給見込額に基づき計

上しております。 

(ハ)役員賞与引当金 

同左 

  (ニ)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。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（11年）に

よる定率法により按分した額をそれぞ

れ発生時の連結会計年度から費用処理

しております。 

(ニ)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。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（11年）に

よる定率法により按分した額をそれぞ

れ発生時の連結会計年度から費用処理

しております。 

  （追加情報） 

 提出会社は、平成20年12月１日付で

退職年金制度を改定し、税制適格退職

年金制度から確定給付企業年金法によ

る規約型確定給付企業年金制度へ移行

しております。 

 なお、当該移行に伴う当連結会計年

度の損益に与える影響は、軽微であり

ます。 

  

    （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

 なお、従来の方法による割引率と同

一の割引率を使用することとなったた

め、当連結会計年度の連結財務諸表に

与える影響はありません。  

  (ホ)役員退職慰労引当金 

提出会社は、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、役員退職慰労金内規

に基づく期末要支給額を計上しており

ます。  

(ホ)役員退職慰労引当金 

同左 



項目 
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）重要な収益及び費用の 

  計上基準 

──────  完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

イ 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 

 工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

ロ その他の工事 

 工事完成基準 

    （会計方針の変更） 

 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、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481百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ19百万円

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。 

(5）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。 

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につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

のれんの償却については、発生年度よ

り５年間の定額法により償却を行ってお

ります。ただし、金額が僅少である場合

一時償却しております。 

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 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

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。 

同左 



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

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） 

（リース取引に関する会計基準） 

 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。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

────── 

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」

及び「販売用不動産」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」「販売用不動産」は、それ

ぞれ472百万円、37百万円、0百万円であります。  

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「未収還付法人税等」は、当連結会計

年度において重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。  

 なお、前連結会計年度末の「未収還付法人税等」は、

11百万円であります。 

  

  

  

  



注記事項

（連結貸借対照表関係）

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） 

※１．関連会社項目 

関連会社に対する資産は次のとおりであります。 

※１．関連会社項目 

関連会社に対する資産は次のとおりであります。 

固定資産  

投資有価証券（株式） 902百万円

固定資産  

投資有価証券（株式） 906百万円

※２．担保に供している資産は次のとおりであります。 ※２．担保に供している資産は次のとおりであります。 

預金 35百万円

計 35  

仕入先に対する取引保証  

定期預金 1,032

  

百万円

計 1,032  

上記に対応する債務残高は次のとおりであります。   

割引手形 77百万円

計 77  

  

なお、上記資産のほか、定期預金928百万円は、仕

入先に対する取引保証として差し入れております。 

  

３．偶発債務 

連結会社以外の会社の銀行借入金及び商手割引に対

し、債務保証を行っております。 

３．偶発債務 

連結会社以外の会社の銀行借入金及び商手割引に対

し、債務保証等を行っております。 

㈱青山石油 52百万円

計 52  

㈱青山石油 41百万円

京滋運輸㈱ 67  

計     109  

セメント・生コンクリート協同組合等からの仕入債

務等に対し、保証を行っております。 

セメント・生コンクリート協同組合等からの仕入債

務等に対し、保証を行っております。 

京都中央生コン販売㈿ 100百万円(注)

京都セメント・生コン卸㈿ 16      (注)

滋賀県セメント販売㈿ 3      (注)

その他（７社） 2  

京都中央生コン販売㈿ 100百万円(注)

滋賀南西部生コン販売㈿ 60      (注)

京都セメント・生コン卸㈿ 16      (注)

滋賀県セメント販売㈿ 3      (注)

その他（８社） 2  

（注）なお、京都中央生コン販売㈿については、組合

員１社当たりの極度額、京都セメント・生コン卸

㈿、滋賀県セメント販売㈿については、組合員の

シェア割合分の極度額を記載しております。 

（注）なお、京都中央生コン販売㈿、滋賀南西部生コ

ン販売㈿については、組合員１社当たりの極度

額、京都セメント・生コン卸㈿、滋賀県セメント

販売㈿については、組合員のシェア割合分の極度

額を記載しております。 

４．受取手形割引高は、次のとおりであります。 ４．受取手形割引高は、次のとおりであります。 

受取手形割引高 149百万円 受取手形割引高 73百万円

※５．提出会社及び連結子会社においては、資金調達の効

率化及び安定化を図るため、取引銀行２行と当座貸越

契約及び特定融資枠（コミットメントライン）契約を

締結しております。 

※５．提出会社及び連結子会社においては、資金調達の効

率化及び安定化を図るため、取引銀行２行と当座貸越

契約及び特定融資枠（コミットメントライン）契約を

締結しております。 

特定融資枠契約の総額 1,220百万円

当連結会計年度末借入残高 51百万円

当連結会計年度末未使用枠残高 1,169百万円

特定融資枠契約の総額 1,220百万円

当連結会計年度末借入残高 92百万円

当連結会計年度末未使用枠残高 1,128百万円



  

（連結損益計算書関係）

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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

人件費 2,595百万円

賞与引当金繰入額 198  

役員賞与引当金繰入額 39  

退職給付費用 191  

役員退職慰労引当金繰入額 45  

貸倒引当金繰入額 398  

人件費 2,411百万円

賞与引当金繰入額 183  

役員賞与引当金繰入額 26  

退職給付費用 167  

役員退職慰労引当金繰入額 43  

貸倒引当金繰入額 190  

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 2  

土地 81  

計 84  

機械装置及び運搬具    0百万円

工具器具及び備品 0  

土地 0  

計 0  

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

(1）固定資産除却損 

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

(1）固定資産除却損 

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び運搬具 4  

工具器具及び備品 0  

その他 0  

計 9  

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 2  

工具器具及び備品 0  

その他 0  

計 4  

(2）固定資産売却損 (2）固定資産売却損 

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 2  

計 2  

機械装置及び運搬具  0百万円

計 0  



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．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。 

※４．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。 

用途 種類 場所 件数 
減損損失
（百万円）

立体パーキン
グ・サービス 
ステーション 

建物等 京都府 1 93

支店・サービス
ステーション 建物等 大阪府 1 31

工場・サービス
ステーション 建物等 京都府 1 49

サービス 
ステーション 

土地及び 

建物等 
滋賀県 1 127

宝飾品店舗 建物等 京都府 1 4

社員寮 建物等 京都府 1 34

賃貸不動産 建物等 滋賀県 1 62

用途 種類 場所 件数 
減損損失
（百万円）

サービス 
ステーション 建物等 京都府 1 1

サービス 
ステーション 建物等 滋賀県 1 46

事務所・倉庫 建物等 京都府 2 5

当社グループは、主に当社の事業所単位に資産をグル

ーピングしております。また、賃貸資産及び事業の用に

直接供していない遊休資産についてはそれぞれの資産を

単位としております。 

 その結果、閉鎖する等の意思決定を行った店舗につい

ては、正味売却価額を零として算定しております。ま

た、これにより生じる遊休資産の内、土地の時価が著し

く下落していると認められるものについては、帳簿価額

を正味売却価額まで減額しております。 

 以上の認識に基づく帳簿価額の減少額及び撤去費用見

込額を減損損失（402百万円）として特別損失に計上し

ております。 

 減損損失の内訳は、建物及び構築物64百万円、機械及

び運搬具13百万円、土地88百万円、投資固定資産55百万

円、その他179百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

又は使用価値により測定しております。正味売却価額に

より測定している場合は、不動産鑑定評価額又は路線価

に基づいて算定しております。また、使用価値により測

定している場合は、将来キャッシュ・フローを5.0％で

割り引いて算定しております。 

当社グループは、主に当社の事業所単位に資産をグル

ーピングしております。また、賃貸資産及び事業の用に

直接供していない遊休資産についてはそれぞれの資産を

単位としております。 

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資

産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減損額を減損損失（47百万円）として特別損失

に計上しております。 

また、移転する等の意思決定を行った事務所・倉庫に

ついて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減損額

を減損損失（５百万円）として特別損失に計上しており

ます。  

 減損損失の内訳は、建物及び構築物43百万円、機械装

置及び運搬具８百万円、その他１百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

又は使用価値により測定しております。正味売却価額に

より測定している場合は、不動産鑑定評価額又は路線価

に基づいて算定しております。また、使用価値により測

定している場合は、将来キャッシュ・フローを5.0％で

割り引いて算定しております。 



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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,094千株は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株

式の取得による増加3,092千株及び単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末

株式数 
（千株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（千株） 

当連結会計年度末
株式数 
（千株） 

発行済株式         

普通株式  24,053  －  －  24,053

合計  24,053  －  －  24,053

自己株式         

普通株式（注）  837  3,094  －  3,932

合計  837  3,094  －  3,932

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  99  4.25 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

平成20年11月７日 

取締役会 
普通株式  99  4.25 平成20年９月30日 平成20年12月９日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  116 利益剰余金  5.75 平成21年３月31日 平成21年６月26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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加１千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末

株式数 
（千株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（千株） 

当連結会計年度末
株式数 
（千株） 

発行済株式         

普通株式  24,053  －  －  24,053

合計  24,053  －  －  24,053

自己株式         

普通株式（注）  3,932  1  －  3,933

合計  3,932  1  －  3,933

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  116  5.75 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

平成21年11月10日 

取締役会 
普通株式  86  4.25 平成21年９月30日 平成21年12月８日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  86 利益剰余金  4.25 平成22年３月31日 平成22年６月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

  （百万円）

現金及び預金勘定 12,565

担保提供又は預入期間が３か月を 

超える定期預金 
△973

現金及び現金同等物 11,591

  （百万円）

現金及び預金勘定 9,923

担保提供又は預入期間が３か月を 

超える定期預金 
△1,046

現金及び現金同等物 8,876



前連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） その他有価証券で時価のあるものについて 百万円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％下落した場合には回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま

す。 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

（注） 時価評価されていない主な有価証券について減損処理を行わなければならないものはありませんでした。 

（有価証券関係）

  種類
連結貸借対照表
計上額（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額
（百万円） 

時価が連結貸借対照表 

計上額を超えるもの 

 (1）社債  99  100  0

 (2）その他  －  －  －

       小計  99  100  0

時価が連結貸借対照表 

計上額を超えないもの 

 (1）社債  199  199  △0

 (2）その他  700  596  △103

       小計  899  795  △104

合計  999  896  △103

  種類
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

（1）株式  764  1,432  668

（2）債券  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  764  1,432  668

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

（1）株式  536  402  △133

（2）債券  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  536  402  △133

合計  1,300  1,835  534

122

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 2  1  －

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

（1）その他有価証券   

非上場株式  15

（2）子会社及び関連会社株式   

関連会社株式  902



５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

当連結会計年度（平成22年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券 

２．その他有価証券 

（注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 百万円）及び関連会社株式（連結貸借対照表計上額 百万円）につい

ては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に

は含めておりません。 

  
１年以内
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

債 券        

(1）社債  －  300  －  －

(2）その他  －  －  －  700

合計  －  300  －  700

  種類
連結貸借対照表
計上額（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額
（百万円） 

時価が連結貸借対照表 

計上額を超えるもの 

 (1）社債  299  301  1

 (2）その他  100  100  0

       小計  399  402  2

時価が連結貸借対照表 

計上額を超えないもの 

 (1）社債  －  －  －

 (2）その他  600  523  △76

       小計  600  523  △76

合計  999  926  △73

  種類
連結貸借対照表
計上額（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

（1）株式  1,897  1,111  785

（2）債券  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  1,897  1,111  785

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

（1）株式  131  144  △13

（2）債券  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  131  144  △13

合計  2,028  1,256  771

15 906



３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

４．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、有価証券について 百万円（その他有価証券で時価のある株式 百万円）減損処理を行

っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま

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） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

株式  0  0  －

65 65

（デリバティブ取引関係）



１．採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、確定給付型の制度として、規約型確定給付企業年金制度と退職一時金制度を採用しており

ます。なお、提出会社は、平成20年12月１日付で退職年金制度を改定し、税制適格退職年金制度から確定給付

企業年金法による規約型確定給付企業年金制度へ移行しております。 

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

これとは別に、提出会社及び連結子会社１社（昭和ガステック㈲）は、総合型の厚生年金基金として京滋石

油厚生年金基金にも加入しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

（注） 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

（注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。 

（退職給付関係）

  
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） 

退職給付債務（百万円）  △1,595  △1,580

年金資産（百万円）  783  878

未積立退職給付債務（百万円）  △811  △702

未認識数理計算上の差異（百万円）  482  341

貸借対照表計上額純額（百万円）  △329  △361

退職給付引当金（百万円）  △329  △361

  
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） 

勤務費用（百万円）  95  80

利息費用（百万円）  32  31

期待運用収益（百万円）  △32  △23

数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  96  79

退職給付費用（百万円）  191  167



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

５．複数事業主制度に関する事項 

  
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） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

割引率（％）  2.0  2.0

期待運用収益率（％）  3.0  3.0

数理計算上の差異の処理年数（年）  11  11

  （各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による

定率法により按分した額をそ

れぞれ発生時の連結会計年度

から費用処理しておりま

す。） 

同左 

  
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） 

（１）制度全体の積立状況に関する事項 （平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

年金資産の額（百万円）  13,717  10,002

年金財政計算上の給付債務の額（百万円）  17,207  16,718

差引額（百万円）  △3,490  △6,715

（２）制度全体に占める当社グループの掛金 

拠出割合（％） 

（自 平成19年４月～ 

    至 平成20年３月） 

（自 平成20年４月～ 

    至 平成21年３月） 

   15.75    17.21

（３）補足説明 上記（１）の差引額の主な要

因は、年金財政計算上の過去

勤務債務残高 百万円及び

剰余金 百万円でありま

す。本制度における過去勤務

債務の償却方法は期間９年３

ヶ月の定率償却であり、当社

グループは加入者の報酬標準

給与月額に応じて、基本特別

掛金12/1000・加算特別掛金

10/1000を拠出しております。

なお、上記（２）の割合は当

社グループの実際の負担割合

とは一致しません。 

1,305

△2,184

上記（１）の差引額の主な要

因は、年金財政計算上の過去

勤務債務残高 百万円及び

剰余金 百万円でありま

す。本制度における過去勤務

債務の償却方法は期間10年３

ヶ月の定率償却であり、当社

グループは加入者の報酬標準

給与月額に応じて、基本特別

掛金12/1000・加算特別掛金

10/1000を拠出しております。

なお、上記（２）の割合は当

社グループの実際の負担割合

とは一致しません。 

1,105

△5,610



該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産    

販売用不動産評価損損金不算入額 11百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 160  

役員退職慰労引当金損金算入限度 

超過額 
207  

未払事業税損金不算入額 66  

投資有価証券評価損損金不算入額 232  

減損損失 532  

税務上の繰越欠損金 66  

その他 377  

繰延税金資産小計 1,654  

評価性引当額 △930

繰延税金資産合計 724

  

繰延税金負債    

圧縮記帳積立金 △26  

その他有価証券評価差額 △186  

その他 △1  

繰延税金負債合計 △215  

繰延税金資産の純額 508  

繰延税金資産    

販売用不動産評価損損金不算入額 11百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 185  

役員退職慰労引当金損金算入限度 

超過額 
194  

未払事業税損金不算入額 0  

投資有価証券評価損損金不算入額 259  

減損損失 497  

税務上の繰越欠損金 82  

その他 315  

繰延税金資産小計 1,546  

評価性引当額 △1,008

繰延税金資産合計 538

  

繰延税金負債    

未収還付事業税等  △30

圧縮記帳積立金 △25  

その他有価証券評価差額 △255  

その他 △1  

繰延税金負債合計 △313  

繰延税金資産の純額 225  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.2  

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.7  

住民税均等割等 1.4  

役員賞与引当金 0.9  

評価性引当額の増減 12.2

その他 0.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.1  

法定実効税率 40.6％

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
3.8  

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△1.8  

住民税均等割等 5.0  

役員賞与引当金 1.9  

評価性引当額の増減 14.0

その他 △0.7  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.8  



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） 

（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．営業費用のうち、「エネルギー関連」には29百万円のれん償却額が含まれております。 

５．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15,072百万円 であり、その主なものは、提出

会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

６．「宝飾品」は、平成21年３月末日をもって事業撤退いたしました。 

（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

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） 

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  68,032  28,170  690  96,893  －  96,893

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 12  6  13  32 (32)  －

計  68,044  28,177  703  96,926 (32)  96,893

営業費用  66,055  28,285  778  95,119 (32)  95,087

営業利益  1,989  △108  △74  1,806 (0)  1,806

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
  

資産  13,397  10,392  274  24,063  15,071  39,135

減価償却費  247  17  1  267  －  267

減損損失  261  15  62  339  62  402

資本的支出  341  28  1  371  －  371

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 



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．営業費用のうち、「エネルギー関連」には30百万円のれん償却額が含まれております。 

５．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 百万円 であり、その主なものは、提出

会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(4) 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。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べて、「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。 

  
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） 

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  51,480  28,514  553  80,548  －  80,548

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 11  9  11  32 (32)  －

計  51,492  28,524  564  80,581 (32)  80,548

営業費用  51,518  28,250  549  80,318 (33)  80,285

営業利益  △26  274  14  263 (△0)  263

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
  

資産  15,025  11,378  237  26,640  12,840  39,480

減価償却費  291  20  1  313  －  313

減損損失  47  5  －  53  －  53

資本的支出  483  403  1  889  －  889

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 

12,841

481 19



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） 

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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

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） 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用し

ております。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

（1）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

（2）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

（3）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

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） 

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

（1）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

（2）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

（3）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

（開示の省略） 

 リース取引、金融商品関係、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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、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 1,473.27 円

１株当たり当期純利益金額 38.61 円

１株当たり純資産額 1,482.28 円

１株当たり当期純利益金額 10.67 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

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） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  836  214

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）  836  214

期中平均株式数（千株）  21,669  20,120

（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 ※1  12,131 ※1  9,537

受取手形 ※2  4,376 ※2  4,619

売掛金 ※2  8,326 ※2  9,391

工事未収金 － ※2  654

有価証券 － 200

商品及び製品 268 393

販売用不動産 0 0

前渡金 494 309

前払費用 3 4

繰延税金資産 336 165

未収収益 3 3

未収還付法人税等 － 470

短期貸付金 ※2  90 ※2  78

その他 93 133

貸倒引当金 △79 △353

流動資産合計 26,044 25,609

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,134 3,075

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,213 △2,182

建物（純額） 920 893

構築物 1,056 1,074

減価償却累計額及び減損損失累計額 △752 △800

構築物（純額） 304 274

機械及び装置 2,499 2,545

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,012 △2,086

機械及び装置（純額） 487 459

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 214 219

減価償却累計額及び減損損失累計額 △180 △184

工具、器具及び備品（純額） 33 34

土地 1,563 2,056

リース資産 5 196

減価償却累計額 △0 △17

リース資産（純額） 4 178

建設仮勘定 － 11

有形固定資産合計 3,314 3,908

無形固定資産   

のれん 25 22

借地権 16 16

ソフトウエア 45 70

電話加入権 14 14

その他 37 25



（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) 

無形固定資産合計 139 149

投資その他の資産   

投資有価証券 2,815 2,775

関係会社株式 159 159

出資金 2 2

長期貸付金 130 237

従業員に対する長期貸付金 25 23

関係会社長期貸付金 426 339

破産更生債権等 92 72

長期前払費用 37 39

差入保証金 4,177 4,277

投資固定資産 465 150

減価償却累計額及び減損損失累計額 △358 △105

投資固定資産（純額） 106 44

長期預金 300 300

繰延税金資産 152 53

その他 173 171

貸倒引当金 △569 △395

投資その他の資産合計 8,031 8,103

固定資産合計 11,484 12,161

資産合計 37,529 37,770

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※2  1,435 ※2  1,826

買掛金 ※2  2,830 ※2  2,917

工事未払金 － ※2  441

リース債務 0 26

未払金 1,221 1,508

未払費用 22 16

未払軽油・ガス税 397 419

未払法人税等 873 8

前受金 533 271

預り金 35 22

賞与引当金 179 166

役員賞与引当金 40 26

預り保証金 489 452

その他 102 22

流動負債合計 8,161 8,126

固定負債   

リース債務 3 159

退職給付引当金 291 319

役員退職慰労引当金 511 479

固定負債合計 806 959

負債合計 8,968 9,085



（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) 

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 39 37

別途積立金 16,395 16,895

繰越利益剰余金 1,568 1,039

利益剰余金合計 18,396 18,365

自己株式 △1,190 △1,191

株主資本合計 28,211 28,179

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 348 505

評価・換算差額等合計 348 505

純資産合計 28,560 28,685

負債純資産合計 37,529 37,770



（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 94,019 77,999

売上原価   

商品期首たな卸高 462 268

当期商品仕入高 82,775 68,984

石油ガス税 4,515 4,681

合計 87,753 73,934

商品期末たな卸高 268 394

商品売上原価 87,484 73,540

売上総利益 6,534 4,459

営業収益   

役務収益 ※1  849 ※1  816

営業総利益 7,383 5,275

販売費及び一般管理費   

販売手数料 46 32

運賃 487 473

消耗品費 143 90

広告宣伝費 53 49

貸倒引当金繰入額 298 168

役員報酬 148 149

従業員給料 1,484 1,434

賞与 228 162

賞与引当金繰入額 179 166

役員賞与引当金繰入額 39 26

役員退職慰労引当金繰入額 45 43

退職給付費用 179 157

福利厚生費 403 353

旅費及び交通費 66 62

交際費 55 52

賃借料 467 460

修繕費 132 98

減価償却費 219 269

水道光熱費 97 92

通信費 64 61

租税公課 143 131

その他 564 547

販売費及び一般管理費合計 5,551 5,081

営業利益 1,832 194



（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) 

営業外収益   

受取利息 95 74

有価証券利息 7 5

受取配当金 60 45

仕入割引 137 91

受取賃貸料 60 44

報奨金 154 143

雑収入 139 66

営業外収益合計 656 471

営業外費用   

支払利息 8 8

売上割引 40 29

投資固定資産減価償却費 4 4

雑損失 39 13

営業外費用合計 92 56

経常利益 2,396 609

特別利益   

固定資産売却益 ※2  84 ※2  0

のれん譲渡益 37 －

貸倒引当金戻入額 14 8

投資有価証券売却益 0 0

特別利益合計 136 8

特別損失   

固定資産処分損 ※3  11 ※3  4

投資有価証券評価損 122 65

会員権売却損 － 0

会員権評価損 1 2

リース解約損 － 0

減損損失 ※4  402 ※4  47

特別損失合計 537 120

税引前当期純利益 1,995 497

法人税、住民税及び事業税 1,192 117

法人税等調整額 △122 208

法人税等合計 1,069 325

当期純利益 925 172



（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 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   

当期変動額合計 － －

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   

当期変動額合計 － －

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 42 39

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △2 △2

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 39 37

別途積立金   

前期末残高 15,895 16,395

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 16,395 16,895

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,338 1,568



（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) 

当期変動額   

別途積立金の積立 △500 △500

剰余金の配当 △199 △203

当期純利益 925 172

圧縮記帳積立金の取崩 2 2

当期変動額合計 229 △528

当期末残高 1,568 1,039

利益剰余金合計   

前期末残高 17,670 18,396

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △199 △203

当期純利益 925 172

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期変動額合計 726 △31

当期末残高 18,396 18,365

自己株式   

前期末残高 △287 △1,190

当期変動額   

自己株式の取得 △903 △0

当期変動額合計 △903 △0

当期末残高 △1,190 △1,191

株主資本合計   

前期末残高 28,388 28,211

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △203

当期純利益 925 172

自己株式の取得 △903 △0

当期変動額合計 △176 △31

当期末残高 28,211 28,179

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 649 348

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △300 156

当期変動額合計 △300 156

当期末残高 348 505

評価・換算差額等合計   

前期末残高 649 348

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △300 156

当期変動額合計 △300 156

当期末残高 348 505



（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) 

純資産合計   

前期末残高 29,038 28,560

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △203

当期純利益 925 172

自己株式の取得 △903 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △300 156

当期変動額合計 △477 124

当期末残高 28,560 28,685



 該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
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） 

１．有価証券の評価基準及び 

  評価方法 

(1)満期保有目的の債券 

償却原価法による定額法によっており

ます。 

(1)満期保有目的の債券 

同左 

  (2)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっており

ます。 

(2)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (3)その他有価証券 

時価のあるもの 

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）によっております。 

(3)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によっており

ます。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

先入先出法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）を採用してお

ります。 

ただし、販売用不動産については、個

別法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定）によっております。 

先入先出法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）を採用してお

ります。 

ただし、販売用不動産については、個

別法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定）によっております。 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より「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。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

  

３．固定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） 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         ３年～50年 

機械及び装置     ８年～15年 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (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、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）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 



  

項目 
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） 

  (3)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、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、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。 

(3)リース資産 

同左 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

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

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)賞与引当金 

従業員の賞与支払に備えるため、支給

見込額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

  (3)役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上してお

ります。 

(3)役員賞与引当金 

同左 

  (4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業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。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（11年）による定率法

により按分した額をそれぞれ発生時の事

業年度から費用処理しております。 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業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。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（11年）による定率法

により按分した額をそれぞれ発生時の事

業年度から費用処理しております。 

  （追加情報） 

 当社は、平成20年12月１日付で退職年

金制度を改定し、税制適格退職年金制度

から確定給付企業年金法による規約型確

定給付企業年金制度へ移行しておりま

す。 

 なお、当該移行に伴う当事業年度の損

益に与える影響は、軽微であります。 

  

    （会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）

を適用しております。 

 なお、従来の方法による割引率と同一

の割引率を使用することとなったため、

当事業年度の財務諸表に与える影響はあ

りません。 



  

項目 
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） 

  (5)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

(5)役員退職慰労引当金 

同左 

５．収益及び費用の計上基準 ────── 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

イ 当事業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 

 工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

ロ その他の工事 

 工事完成基準  

    （会計方針の変更） 

 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、当事業年度より、

「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、当事業年度

に着手した工事契約から、当事業年度末

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481百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益は、それぞれ19百万円増加してお

ります。 

６．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更

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） 

（リース取引に関する会計基準） 

 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、当事業年度より「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、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

────── 



注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※１．担保に供している資産は次のとおりであります。 ※１．担保に供している資産は次のとおりであります。 

仕入先に対する取引保証 

定期預金 928百万円

計 928  

仕入先に対する取引保証 

定期預金 1,032百万円

計 1,032  

※２．関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

※２．関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

受取手形 648百万円

売掛金 422  

短期貸付金 71  

支払手形 27  

買掛金 49  

受取手形 406百万円

売掛金 

工事未収金  

218

1  

短期貸付金 43  

支払手形 43  

買掛金 

工事未払金  

30

17

 

３．偶発債務 

(1) 下記のとおり銀行借入金及び商手割引に対し債務

保証を行っております。 

３．偶発債務 

(1) 下記のとおり銀行借入金及び商手割引に対し債務

保証を行っております。 

上原硝子㈱ 20百万円

㈱青山石油 52  

京都三協サッシ㈱ 18  

昭和ガステック㈲ 13  

山科三協ビルサッシ㈱ 79  

計 182  

上原硝子㈱ 61百万円

㈱青山石油 41  

京都三協サッシ㈱ 18  

昭和ガステック㈲ 13  

山科三協ビルサッシ㈱ 73  

計 207  

(2) 下記のとおり仕入先に対する支払債務保証を行っ

ております。 

(2) 下記のとおり仕入先に対する支払債務保証を行っ

ております。 

上原産業㈲ 5百万円

新ダイヤ産業㈱ 0百万円

上原産業㈲ 4百万円

新ダイヤ産業㈱ 0百万円

京滋運輸㈱ 67百万円

偶発債務合計 188百万円 偶発債務合計 279百万円

４．当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、

特定融資枠（コミットメントライン）契約を締結して

おります。 

４．当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、

特定融資枠（コミットメントライン）契約を締結して

おります。 

特定融資枠契約の総額 1,000百万円

当事業年度末借入残高 －百万円

当事業年度末未使用枠残高 1,000百万円

特定融資枠契約の総額 1,000百万円

当事業年度末借入残高 －百万円

当事業年度末未使用枠残高 1,000百万円



  

（損益計算書関係）

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） 

※１．役務収益の内容は受取運賃、代行手数料、修理収

入、作業収入、賃貸料であります。 

※１．役務収益の内容は受取運賃、代行手数料、修理収

入、作業収入、賃貸料であります。 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

建物 0百万円

機械及び装置 2  

土地 81  

計 84  

機械及び装置 0百万円

工具器具及び備品 0  

土地 0  

計 0  

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

(1）固定資産除却損 

※３．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

(1）固定資産除却損 

建物 3百万円

構築物 1  

機械及び装置 4  

工具器具及び備品 0  

その他 0  

計 8  

建物 0百万円

構築物 0  

機械及び装置 2  

工具器具及び備品 0  

その他 0  

計 4  

(2）固定資産売却損 (2）固定資産売却損 

建物 0百万円

構築物 0  

機械及び装置 2  

計 2  

機械及び装置 0百万円

計 0  



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） 

※４．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減損

損失を計上いたしました。 

※４．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減損

損失を計上いたしました。 

用途 種類 場所 件数 
減損損失
（百万円）

立体パーキン
グ・サービス 
ステーション 

建物等 京都府 1 93

支店・サービス
ステーション 建物等 大阪府 1 31

工場・サービス
ステーション 建物等 京都府 1 49

サービス 
ステーション 

土地及び 

建物等 
滋賀県 1 127

宝飾品店舗 建物等 京都府 1 4

社員寮 建物等 京都府 1 34

賃貸不動産 建物等 滋賀県 1 62

用途 種類 場所 件数 
減損損失
（百万円）

サービス 
ステーション 建物等 京都府 1 1

サービス 
ステーション 建物等 滋賀県 1 46

当社は、主に当社の事業所単位に資産をグルーピング

しております。また、賃貸資産及び事業の用に直接供し

ていない遊休資産についてはそれぞれの資産を単位とし

ております。 

 その結果、閉鎖する等の意思決定を行った店舗につい

ては、正味売却価額を零として算定しております。ま

た、これにより生じる遊休資産の内、土地の時価が著し

く下落していると認められるものについては、帳簿価額

を正味売却価額まで減額しております。 

 以上の認識に基づく帳簿価額の減少額及び撤去費用見

込額を減損損失（402百万円）として特別損失に計上し

ております。 

 減損損失の内訳は、建物58百万円、機械及び装置13百

万円、土地88百万円、投資固定資産55百万円、その他

185百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

又は使用価値により測定しております。正味売却価額に

より測定している場合は、不動産鑑定評価額又は路線価

に基づいて算定しております。また、使用価値により測

定している場合は、将来キャッシュ・フローを5.0％で

割り引いて算定しております。 

当社は、主に当社の事業所単位に資産をグルーピング

しております。また、賃貸資産及び事業の用に直接供し

ていない遊休資産についてはそれぞれの資産を単位とし

ております。 

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資

産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減損額を減損損失（47百万円）として特別損失

に計上しております。  

 減損損失の内訳は、建物27百万円、構築物11百万円、

機械及び装置７百万円、その他１百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

又は使用価値により測定しております。正味売却価額に

より測定している場合は、不動産鑑定評価額又は路線価

に基づいて算定しております。また、使用価値により測

定している場合は、将来キャッシュ・フローを5.0％で

割り引いて算定しております。 



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,094千株は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株

式の取得による増加3,092千株及び単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末

  株式数（千株） 
当事業年度増加
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末
  株式数（千株） 

普通株式（注）  612  3,094  －  3,707

合計  612  3,094  －  3,707

  
前事業年度末

  株式数（千株） 
当事業年度増加
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末
  株式数（千株） 

普通株式（注）  3,707  1  －  3,708

合計  3,707  1  －  3,708



前事業年度（平成21年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成22年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式 百万円、関係会社株式 百万円）は、市場

価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

（有価証券関係）

26 133

（税効果会計関係）

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） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産    

販売用不動産評価損損金不算入額 11百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 219  

役員退職慰労引当金損金算入限度 

超過額 
207  

未払事業税損金不算入額 66  

投資有価証券評価損損金不算入額 240  

減損損失 529  

その他 334  

繰延税金資産小計 1,609  

評価性引当額 △907

繰延税金資産合計 702

  

繰延税金負債    

圧縮記帳積立金 △26  

その他有価証券評価差額 △186  

繰延税金負債合計 △213  

繰延税金資産の純額 489  

繰延税金資産    

販売用不動産評価損損金不算入額 11百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 260  

役員退職慰労引当金損金算入限度 

超過額 
194  

未払事業税損金不算入額 －  

投資有価証券評価損損金不算入額 266  

減損損失 492  

その他 277  

繰延税金資産小計 1,503  

評価性引当額 △980

繰延税金資産合計 522

  

繰延税金負債    

未収還付事業税等 △30  

圧縮記帳積立金 △25  

その他有価証券評価差額 △248  

繰延税金負債合計 △304  

繰延税金資産の純額 218  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.1  

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.6  

住民税均等割等 1.3  

役員賞与引当金 0.8  

評価性引当額の増減 10.4

その他 0.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.6  

法定実効税率 40.6％

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
4.2  

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△1.9  

住民税均等割等 5.4  

役員賞与引当金 2.2  

評価性引当額の増減 14.7

その他 0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 65.4  



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、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） 

１株当たり純資産額 1,403.69円

１株当たり当期純利益金額 42.29円

１株当たり純資産額 1,409.91円

１株当たり当期純利益金額 8.46円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
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） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  925  172

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）  925  172

期中平均株式数（千株）  21,894  20,345

（重要な後発事象）



(1）比較部門別売上状況 

  

(2）役員の異動 

・退任予定取締役  

取締役 西野 和之（当社理事 就任予定） 

取締役 太田 邦男（上原硝子㈱代表取締役 就任予定） 

・新任監査役候補  

常勤監査役 平井 透（現 建設資材事務統括部長） 

・退任予定監査役 

常勤監査役 林田 昌人 

６．その他

  （表示単位：百万円未満切捨て）

部門 商品区分 

前事業年度 当事業年度 

（20.4.1～21.3.31） （21.4.1～22.3.31）

売上高 構成比％ 売上高 構成比％

石油燃料 

石油製品  62,055  66.0  46,583  59.7

液化石油ガス  5,007  5.3  3,949  5.1

（小計）  (67,063)  (71.3)  (50,533)  (64.8)

建設資材 

セメント・生コンクリート  19,772  21.0  19,128  24.5

建材等  6,705  7.2  7,949  10.2

（小計）  (26,477)  (28.2)  (27,078)  (34.7)

その他 

機器  369  0.4  376  0.5

住宅  －  －  －  －

宝飾品  107  0.1  10  0.0

（小計）  (477)  (0.5)  (387)  (0.5)

売上高合計  94,019  100.0  77,999  100.0

役務収益（受取運賃等）  849  －  816  －

営業収益  94,868  －  78,816  －
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