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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 96,918 23.6 576 △13.3 937 4.1 186 △53.7

22年3月期第2四半期 78,432 △38.6 664 △50.6 900 △41.0 402 △33.6

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2四半期 2.86 ―

22年3月期第2四半期 6.15 ―

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2四半期 65,264 44,183 67.6 679.15
22年3月期 76,632 45,351 59.1 697.04

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  44,145百万円 22年3月期  45,312百万円

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  
 

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 ― ― ― 15.00 15.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 15.00 15.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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



(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 

（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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きが実施中であります。 

※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条件及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、四半期決算短信（添付資料）２ページの「１．当四半期決算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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他の情報」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） 23年3月期2Q 75,752,958株 22年3月期  75,752,958株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 10,752,200株 22年3月期  10,746,603株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 65,003,390株 22年3月期2Q 65,365,790株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

当第２四半期累計期間の国内経済をみるに、５月以降、円高が進行しましたが、新興国の需要拡大を背景に企業

収益は堅調に推移しました。国内需要はエコ関連の補助金及び猛暑による需要増等により支えられている状況で

す。今後のさらなる円高による輸出環境の悪化、エコカー補助金の終了、猛暑効果の剥落などにより、景気の腰折

れ懸念が台頭しております。なお、エネルギー業界におきましては、記録的な猛暑により、ガソリンの需要は増加

し、ＬＰガスの需要は減少しました。 

このような状況の下、当社及びグループ企業の当第２四半期累計期間の業績については、売上高は、石油製品の

価格上昇及び販売数量の増加により969億円（前年同期比23.6％増）となりました。営業利益は、石油製品の収益

拡大と業務の効率化による経費削減を進めたものの、猛暑の影響によるＬＰガスの収益減少により5.7億円（前年

同期比13.3％減）、経常利益は営業外収益の増加により9.3億円（前年同期比4.1％増）となりました。四半期純利

益は、資産除去債務に関する会計基準の適用により、特別損失2.9億円を計上したため、1.8億円（前年同期比

53.7％減）となりました。 

今後の国内エネルギーにつきましては、環境意識の高まり、エネルギー効率の向上、使用エネルギーの多様化に

より化石燃料離れが進んでいくと考えられます。この事業環境の変化を見据え、当社及びグループ企業は、業態を

石油・ガス販売中心としつつ、ハウスケアビジネス及びライフサポートビジネスを含んだ裾野の広い事業体に転換

を進めてまいります。さらに、新たな収益基盤の確立に向けた新規事業への投資を推進いたします。これらの事業

を強力に推進するために、重要な経営資源である人材の育成とグループ経営の効率化のためのＩＴ投資を行いま

す。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、季節変動に伴う売上債権の減少等により、前期末（22年３月期）と比較して113億

円減少し、652億円になりました。 

 また、純資産は、配当金の支払による利益剰余金の減少と、時価評価によりその他有価証券評価差額金が減少し

た結果、前期末と比較して11億円減少し、441億円となりました。 

 以上により、自己資本比率は前期末と比較して8.5ポイント増加し、67.6％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年10月19日に第２四半期累計期間の業績予想を修正いたしました。しかし、通期の業績予想につきまして

は、上期決算のウエイトが低いことにより、平成22年５月11日発表の業績予想は変更いたしません。ただし、事業

環境が大きく変化し、当初の業績予想に見直しが必要と判断した場合は、速やかに開示いたします。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな卸資産であ

って、前連結会計年度末において帳簿価額を処分見込価額まで切下げているものについては、前連結会計年度

以降に著しい状況の変化がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表額を計上しておりま

す。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．その他の情報



（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しており

ます。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

  

（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 

 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）及び「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

適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は１千２百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は３億１千１百万円減

少しております。 

 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、４億６千９百万円であります。    

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

  



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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 16,999 16,980

受取手形及び売掛金 15,840 26,111

商品及び製品 3,191 3,136

仕掛品 28 3

原材料及び貯蔵品 119 95

その他 1,031 1,346

貸倒引当金 △67 △101

流動資産合計 37,144 47,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,524 5,470

土地 9,915 9,915

建設仮勘定 22 60

その他（純額） 3,237 3,146

有形固定資産合計 18,699 18,593

無形固定資産   

のれん 1,304 1,463

その他 445 506

無形固定資産合計 1,749 1,969

投資その他の資産   

投資有価証券 4,201 4,861

長期前払費用 1,406 1,756

保険積立金 929 709

その他 1,365 1,446

貸倒引当金 △231 △275

投資その他の資産合計 7,671 8,499

固定資産合計 28,120 29,061

資産合計 65,264 76,632



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 11,125 19,773

短期借入金 576 1,015

1年内償還予定の社債 34 38

未払法人税等 563 921

賞与引当金 655 677

その他 2,531 3,284

流動負債合計 15,486 25,710

固定負債   

社債 － 17

長期借入金 926 966

退職給付引当金 2,520 2,559

役員退職慰労引当金 97 137

資産除去債務 475 －

その他 1,573 1,890

固定負債合計 5,594 5,571

負債合計 21,080 31,281

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金 11,769 11,770

利益剰余金 22,473 23,262

自己株式 △5,919 △5,917

株主資本合計 43,954 44,745

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 200 564

繰延ヘッジ損益 △9 1

為替換算調整勘定 △0 0

評価・換算差額等合計 191 566

少数株主持分 38 39

純資産合計 44,183 45,351

負債純資産合計 65,264 76,632



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 78,432 96,918

売上原価 65,044 83,949

売上総利益 13,388 12,968

販売費及び一般管理費 12,723 12,391

営業利益 664 576

営業外収益   

受取利息 15 9

受取配当金 70 83

軽油引取税交付金 58 55

保険返戻金 － 185

その他 166 137

営業外収益合計 310 471

営業外費用   

支払利息 21 18

貸倒引当金繰入額 － 15

為替差損 19 49

デリバティブ損失 9 11

その他 24 16

営業外費用合計 75 110

経常利益 900 937

特別利益   

固定資産売却益 1 1

投資有価証券売却益 － 99

貸倒引当金戻入額 13 －

特別利益合計 15 100

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 40 56

減損損失 7 －

投資有価証券評価損 － 10

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 298

その他 9 38

特別損失合計 57 403

税金等調整前四半期純利益 857 634

法人税等 455 448

少数株主損益調整前四半期純利益 － 185

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 402 186



該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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