
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  206,795  13.2  2,212  90.1  2,299  89.7  82  △75.0

22年３月期第１四半期  182,607  △13.2  1,163  △68.0  1,212  △68.2  329  △83.9

  
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 

23年３月期第１四半期  1  10 － 

22年３月期第１四半期  4  38 － 

  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 

23年３月期第１四半期  178,820  52,160  28.8  686  70

22年３月期  196,826  53,794  26.9  708  33

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 51,372百万円 22年３月期 52,991百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －   5 50 － 5 50  11  00

23年３月期 －  

23年３月期（予想）  5 50 － 5 50  11  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  400,000  3.9  2,000  △9.1  2,500  17.4  500 －  6  68

通期  850,000  1.9  6,000  △5.7  6,500  △2.6  2,000  98.9  26  73



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

  

※  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の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。業績予想の

前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、［添付資料］２ページ「１.当四半期

の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 株76,061,923 22年３月期 株76,061,923

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 株1,251,033 22年３月期 株1,250,307

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 株74,811,176 22年３月期１Ｑ 株75,157,391
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善を背景に輸出が増加するなど、持ち直しが見

られたものの、雇用情勢が依然として厳しく、緩やかなデフレ状況にあった。 

当社グループを取り巻くエネルギー業界においては、国内需要が伸び悩むなど、引き続き厳しい状況にあった。

こうしたなかで、当社グループは、石油製品価格上昇分の価格転嫁など利幅の確保に努めた。 

その結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、前年同期比13.2％増の 億95百万

円、営業利益は前年同期比90.1％増の22億12百万円、経常利益は前年同期比89.7％増の22億99百万円となった。四

半期純利益については、羽田空港の航空機給油施設の一部撤去にともなう特別損失の計上などにより、前年同期比

75.0％減の82百万円となった。 

   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 

当第１四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180億６百万円減少し、 億20百

万円となった。これは主に、受取手形及び売掛金の減少によるものである。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ163億71百万円減少し、 億60百万円となった。これは主に、支払手形

及び買掛金の減少や有利子負債の返済によるものである。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ16億34百万円減少し、521億60百万円となった。これは主に、株価下落

にともなうその他有価証券評価差額金の減少によるものである。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の26.9％から28.8％となった。  

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第１四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、前連結会計年度末よ

り43億75百万円減少し、193億49百万円となった。 

当第１四半期連結会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３億48百万円となった。これは主に、売上債権の減少によるものである。

なお、獲得した資金は前年同期比32億81百万円減少している。  

（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８億８百万円となった。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18億31百万円減少している。  

（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39億16百万円となった。これは主に、借入金の返済や社債の償還によるも

のである。なお、使用した資金は前年同期比３億22百万円増加している。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想については、景気の先行きや原油価格の動向などが不透明なことから、第２四半期連結累計期間お

よび通期とも平成22年５月11日に公表した数値を修正していない。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

2,067

1,788

1,266
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項なし。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（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。  

（法人税等ならびに繰延税金資産およ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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用している。  

 この結果、売上総利益が０百万円、営業利益および経常利益が６百万円、税金等調整前四半期純利益が２億６百

万円それぞれ減少している。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は４億53百万円である。

（「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用している。 

 この結果、損益に与える影響はない。 

（企業結合に関する会計基準等の適用）  

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用している。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,445 23,816

受取手形及び売掛金 50,936 61,467

有価証券 350 360

商品及び製品 6,732 6,340

仕掛品 155 40

原材料及び貯蔵品 112 114

その他 2,038 1,942

貸倒引当金 △167 △182

流動資産合計 79,603 93,900

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 58,516 60,446

減価償却累計額 △34,175 △34,606

建物及び構築物（純額） 24,341 25,839

機械装置及び運搬具 28,384 30,189

減価償却累計額 △20,224 △21,500

機械装置及び運搬具（純額） 8,160 8,689

土地 26,841 26,841

その他 9,081 8,815

減価償却累計額 △3,217 △3,137

その他（純額） 5,863 5,677

有形固定資産合計 65,206 67,047

無形固定資産   

のれん 7,644 7,919

その他 1,645 1,784

無形固定資産合計 9,289 9,703

投資その他の資産   

投資有価証券 16,874 19,113

その他 8,371 7,611

貸倒引当金 △525 △550

投資その他の資産合計 24,720 26,173

固定資産合計 99,216 102,925

資産合計 178,820 196,826
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 49,212 62,501

短期借入金 7,430 9,400

1年内返済予定の長期借入金 6,052 6,080

1年内償還予定の社債 400 1,050

未払法人税等 622 1,060

賞与引当金 786 1,573

役員賞与引当金 23 88

その他 10,228 9,008

流動負債合計 74,756 90,761

固定負債   

社債 13,500 13,500

長期借入金 19,840 20,607

退職給付引当金 4,038 4,037

役員退職慰労引当金 466 449

特別修繕引当金 423 408

訴訟損失引当金 290 290

環境対策引当金 － 318

資産除去債務 771 －

その他 12,573 12,658

固定負債合計 51,903 52,270

負債合計 126,660 143,031

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 35,894 36,223

自己株式 △429 △428

株主資本合計 53,260 53,589

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,333 △43

土地再評価差額金 △554 △554

評価・換算差額等合計 △1,887 △598

少数株主持分 787 803

純資産合計 52,160 53,794

負債純資産合計 178,820 196,826
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高   

商品売上高 181,986 206,333

完成工事高 620 461

売上高合計 182,607 206,795

売上原価   

商品売上原価 169,591 193,154

完成工事原価 546 484

売上原価合計 170,138 193,638

売上総利益 12,469 13,156

販売費及び一般管理費 11,305 10,944

営業利益 1,163 2,212

営業外収益   

受取利息 177 205

受取配当金 140 163

軽油引取税交付金 － 35

その他 111 92

営業外収益合計 428 496

営業外費用   

支払利息 315 308

その他 64 100

営業外費用合計 380 409

経常利益 1,212 2,299

特別利益   

固定資産売却益 12 34

貸倒引当金戻入額 14 26

負ののれん発生益 － 20

特別利益合計 27 80

特別損失   

固定資産除売却損 155 1,686

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 199

投資有価証券評価損 － 121

貸倒引当金繰入額 － 2

環境対策費 58 －

関係会社株式売却損 4 －

特別損失合計 217 2,009

税金等調整前四半期純利益 1,022 370

法人税、住民税及び事業税 313 565

法人税等調整額 365 △317

法人税等合計 678 247

少数株主損益調整前四半期純利益 － 123

少数株主利益 14 40

四半期純利益 329 82
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,022 370

減価償却費 1,331 1,250

のれん償却額 281 283

負ののれん発生益 － △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 △40

賞与引当金の増減額（△は減少） △864 △786

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △63 △65

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 1

受取利息及び受取配当金 △317 △368

支払利息 315 308

有形固定資産除売却損益（△は益） 40 1,588

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 199

投資有価証券売却損益（△は益） － 0

投資有価証券評価損益（△は益） － 121

売上債権の増減額（△は増加） 10,968 10,531

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,734 △504

その他の流動資産の増減額（△は増加） △253 184

仕入債務の増減額（△は減少） △5,315 △13,288

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,052 1,403

その他 △40 47

小計 6,406 1,216

利息及び配当金の受取額 312 363

利息の支払額 △280 △259

法人税等の支払額 △2,808 △971

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,630 348

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 △292 △69

投資有価証券の売却による収入 0 1

有形固定資産の取得による支出 △2,293 △805

有形固定資産の売却による収入 73 105

無形固定資産の取得による支出 △285 △28

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 － △10

その他 158 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,639 △808
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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） △2,791 △1,970

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 △798 △795

社債の償還による支出 － △650

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △20 △20

配当金の支払額 △450 △411

その他 △32 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,593 △3,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,602 △4,375

現金及び現金同等物の期首残高 31,975 23,725

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,372 19,349
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 該当事項なし。  

   

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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１四半期連結会計期間６億６

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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）において、海外売上高がないた

め、該当事項はない。  

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち独立した財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。  

  当社は、本社に製品、事業別の事業部を設置し、各事業部は取り扱う製品・事業について戦略を立案し、事業

活動を展開している。 

  したがって、当社のセグメントは、事業部を基礎とした製品・事業部別により構成されており、「石油関連事

業」、「ガス関連事業」および「航空関連事業他」の３つを報告セグメントとしている。 

  「石油関連事業」は、石油製品の販売・保管・出荷および化学製品の製造・販売を行っている。 

    「ガス関連事業」は、ＬＰガス、天然ガス、都市ガスおよびガス機器の販売を行っている。 

  「航空関連事業他」は、航空機の燃料の保管・給油、金属表面処理、建物付帯設備の請負工事および不動産賃

貸他を行っている。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  169,493  10,022  3,091  182,607  －  182,607

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 237  3  52  294  △294  －

計  169,731  10,026  3,143  182,901  △294  182,607

営業利益  878  558  266  1,703  △539  1,163

 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 
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２．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

 （単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額61百万円には、セグメント間取引消去△24百万円および各報告セグメントに配分

していない全社利益85百万円が含まれている。全社利益は主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般

管理費、営業外収益および営業外費用である。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）および「セグメント情報等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20号

平成20年３月21日）を適用している。 

  

 該当事項なし。  

  

  

  
  

報告セグメント 

調整額 

（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

石油関連事業 ガス関連事業
航空関連事業
他 

計

売上高                               

 外部顧客への売上高  190,637  12,945  3,212  206,795  －  206,795

 セグメント間の内部売上

高または振替高 
 344  6  301  652  △652  －

計  190,981  12,952  3,513  207,447  △652  206,795

セグメント利益  1,404  642  191  2,238  61  2,299

（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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