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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 430,014 11.7 5,188 135.8 5,226 145.4 2,273 ―

22年3月期第2四半期 384,877 △24.0 2,200 △58.7 2,129 △63.2 12 △99.6

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 30.38 ―

22年3月期第2四半期 0.16 ―

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 191,259 54,971 28.3 723.70
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2四半期  54,140百万円 22年3月期  52,991百万円

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 ― 5.50 ― 5.50 11.00

23年3月期 ― 5.50

23年3月期 
（予想）

― 5.50 11.00

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  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 900,000 7.9 8,500 33.6 9,000 34.8 4,000 297.7 53.47



(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】３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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 76,061,923株 22年3月期  76,061,923株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,251,291株 22年3月期  1,250,307株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 74,810,964株 22年3月期2Q  75,156,771株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかに回復しつつあるものの、雇用情勢が依然として厳し

く、デフレや円高の影響も懸念されるなど、先行き不透明な状況で推移した。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、販売の拡大に努めるとともに、利幅の確保など収益向上を図っ

た。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は前年同期比11.7％増の4,300億14百万円

となり、売上総利益の増加とともに経費の削減などから、営業利益は前年同期比135.8％増の51億88百万円、経常

利益は前年同期比145.4％増の52億26百万円となった。また、羽田空港の航空機給油施設の一部撤去にともない特

別損失を計上したものの、旧川崎ガスターミナルの土地売却益を特別利益に計上したことなどから、四半期純利益

は22億73百万円（前年同期は12百万円）となった。 

  

セグメント別の状況は以下のとおりである。 

① 石油関連事業 

＜石油製品販売業＞ 

石油業界においては、記録的猛暑が影響し、燃料油全体の需要は前年を上回った。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、新規特約店の獲得やＳＳ販売会社の収益向上に努めた。 

当社においては、２０１０年のＳＳ経営戦略 「共走共汗」によるリテールサポートを実施した。また、特約

店やＳＳ販売会社の収益に直結する実践的な「接客サービスコンテスト」を開催するなど、ＳＳスタッフの販売

力の強化を図った。 

産業用については、新規需要家の獲得や工業用潤滑油の拡販に努めた。 

  

＜化学品製造販売業＞ 

化学品販売業界においては、産業用の需要が徐々に回復してきた。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、洗車機用ワックス・撥水コートをはじめとする自動車関連商

品、防腐・防黴剤、微生物簡易測定器具（サンアイバイオチェッカー）などの自社製品、クリーニング溶剤など

の工業薬品および粘接着剤（タッキファイヤー）を積極的に販売した。また、国際化粧品開発展への出展や防

腐・防黴セミナーの主催など新規需要の開拓にも努めた。 

当社研究所においては、顧客ニーズに対応した環境負荷の少ない、安全性に優れた商品の開発・改良を行っ

た。 

  

② ガス関連事業 

＜ＬＰガス販売業＞ 

ＬＰガス業界においては、家庭・業務用の需要は前年を上回った。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、「Ｏｐｅｎ Ｕｐ－さぁ 前に進もう」をスローガンに、お客さ

まから選ばれるＬＰガス販売事業者を目指した取組みを提案し、「達人道場」による提案営業力の強化ととも

に、接点活動としての「オブリ感謝祭」の開催など顧客満足度の向上を図った。 

保安面においては、「安心点検サービス」や「一日保安ドック」を実施し、信頼獲得と保安の確保に努め

た。 

  

＜天然ガス販売業＞ 

当社においては、佐賀天然ガスパイプラインの運営と保安に万全を期すとともに、関東・関西地区において

積極的な営業活動をおこなった。また、佐賀ガス株式会社においては、お客さまへの都市ガスの安定供給と保安

の確保に努めた。 

  

③ 航空関連事業他 

＜航空燃料取扱業＞ 

羽田空港においては、昨年10月より国際チャーター便として北京線が就航したことなどから、燃料搭載数量

は前年を上回った。 

こうしたなかで、当社グループにおいては航空機給油施設の運営に万全を期すとともに、航空燃料の給油業

務における安全確保に努めた。また、本年10月の羽田空港の新滑走路供用開始と国際化に備え、航空機給油施設

の整備・拡張工事を着実に進めた。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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＜その他＞ 

三愛プラント工業株式会社の金属表面処理業においては、半導体および液晶業界向けの需要が回復したこと

により、売上高が前年を上回った。また、同社の建設工事業においては、工事原価の低減と技術力の向上に努め

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２四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55億67百万円減少し、1,912億

59百万円となった。これは主に、土地の売却や設備の除却により固定資産が減少したことによるものである。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ67億44百万円減少し、1,362億87百万円となった。これは主に、支払

手形及び買掛金や有利子負債の減少によるものである。 

純資産合計は、株価下落によりその他有価証券評価差額金が減少したものの、前連結会計年度末に比べ11

億76百万円増加し、549億71百万円となった。これは主に、当期純利益の計上による利益剰余金の増加による

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28.3％となった。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ36億13百万円増加し、273億39百万円となった。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は43億19百万円となった。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上

によるものである。なお、獲得した資金は前年同期比４百万円減少している。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、獲得した資金は39億91百万円となった。これは主に、土地の売却によるものである。

なお、前年同期は57億61百万円の資金の使用であった。 

（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46億96百万円となった。これは主に、借入金の返済と社債の償還によ

るものである。なお、使用した資金は前年同期比37億50百万円増加している。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間までの業績および今後の見通しを勘案し、平成22年５月11日に公表した平成23年３月

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

せ」をご覧ください。 
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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）  

 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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益が１百万円、営業利益および経常利益が13百万円、税金等

調整前四半期純利益が２億13百万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４億54百万円である。 

（「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） 

 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）  

 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 27,435 23,816

受取手形及び売掛金 60,043 61,467

有価証券 500 360

商品及び製品 6,820 6,340

仕掛品 56 40

原材料及び貯蔵品 104 114

その他 1,733 1,942

貸倒引当金 △183 △182

流動資産合計 96,511 93,900

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 58,055 60,446

減価償却累計額 △34,392 △34,606

建物及び構築物（純額） 23,662 25,839

機械装置及び運搬具 29,311 30,189

減価償却累計額 △20,395 △21,500

機械装置及び運搬具（純額） 8,915 8,689

土地 23,940 26,841

その他 9,124 8,815

減価償却累計額 △3,317 △3,137

その他（純額） 5,806 5,677

有形固定資産合計 62,325 67,047

無形固定資産   

のれん 7,298 7,919

その他 1,640 1,784

無形固定資産合計 8,939 9,703

投資その他の資産   

投資有価証券 17,149 19,113

その他 6,865 7,611

貸倒引当金 △531 △550

投資その他の資産合計 23,483 26,173

固定資産合計 94,747 102,925

資産合計 191,259 196,826
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（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 58,883 62,501

短期借入金 7,574 9,400

1年内返済予定の長期借入金 3,779 6,080

1年内償還予定の社債 400 1,050

未払法人税等 1,868 1,060

賞与引当金 1,550 1,573

役員賞与引当金 49 88

その他 9,234 9,008

流動負債合計 83,338 90,761

固定負債   

社債 13,300 13,500

長期借入金 21,464 20,607

退職給付引当金 3,998 4,037

役員退職慰労引当金 489 449

特別修繕引当金 406 408

訴訟損失引当金 290 290

環境対策引当金 － 318

資産除去債務 773 －

その他 12,227 12,658

固定負債合計 52,949 52,270

負債合計 136,287 143,031

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 38,380 36,223

自己株式 △429 △428

株主資本合計 55,747 53,589

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △756 △43

土地再評価差額金 △850 △554

評価・換算差額等合計 △1,606 △598

少数株主持分 830 803

純資産合計 54,971 53,794

負債純資産合計 191,259 196,826
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（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   

商品売上高 384,029 428,758

完成工事高 847 1,256

売上高合計 384,877 430,014

売上原価   

商品売上原価 359,445 401,728

完成工事原価 756 1,216

売上原価合計 360,202 402,945

売上総利益 24,675 27,069

販売費及び一般管理費 22,474 21,880

営業利益 2,200 5,188

営業外収益   

受取利息 363 416

受取配当金 176 206

軽油引取税交付金 － 131

その他 285 168

営業外収益合計 824 922

営業外費用   

支払利息 654 608

その他 240 275

営業外費用合計 895 884

経常利益 2,129 5,226

特別利益   

固定資産売却益 12 3,143

負ののれん発生益 － 20

貸倒引当金戻入額 42 －

特別利益合計 55 3,163

特別損失   

固定資産除売却損 605 1,925

投資有価証券評価損 44 899

減損損失 292 526

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 199

環境対策費 96 19

貸倒引当金繰入額 － 3

関係会社株式売却損 4 －

特別損失合計 1,043 3,573

税金等調整前四半期純利益 1,141 4,817

法人税、住民税及び事業税 908 1,969

法人税等調整額 196 483

法人税等合計 1,104 2,452

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,364

少数株主利益 25 90

四半期純利益 12 2,273
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高   

商品売上高 202,042 222,424

完成工事高 226 794

売上高合計 202,269 223,219

売上原価   

商品売上原価 189,853 208,574

完成工事原価 209 732

売上原価合計 190,063 209,307

売上総利益 12,205 13,912

販売費及び一般管理費 11,168 10,962

営業利益 1,037 2,949

営業外収益   

受取利息 186 211

受取配当金 35 43

軽油引取税交付金 － 96

その他 174 75

営業外収益合計 396 427

営業外費用   

支払利息 339 300

その他 176 175

営業外費用合計 515 475

経常利益 917 2,901

特別利益   

固定資産売却益 0 3,109

貸倒引当金戻入額 27 －

特別利益合計 28 3,109

特別損失   

固定資産除売却損 450 239

投資有価証券評価損 44 778

減損損失 292 526

環境対策費 38 19

貸倒引当金繰入額 － 0

特別損失合計 826 1,564

税金等調整前四半期純利益 119 4,446

法人税、住民税及び事業税 595 1,404

法人税等調整額 △169 801

法人税等合計 426 2,205

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,240

少数株主利益 10 50

四半期純利益又は四半期純損失（△） △317 2,190
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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) 

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 1,141 4,817

減価償却費 2,664 2,462

のれん償却額 566 566

負ののれん発生益 － △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52 △18

工事損失引当金の増減額（△は減少） 13 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △98 △23

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40 △39

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15 △38

受取利息及び受取配当金 △539 △623

支払利息 654 608

有形固定資産除売却損益（△は益） 426 △1,449

減損損失 292 526

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） 44 899

売上債権の増減額（△は増加） 6,451 1,423

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,519 △485

その他の流動資産の増減額（△は増加） △443 307

仕入債務の増減額（△は減少） △1,146 △3,617

その他の流動負債の増減額（△は減少） 138 △104

その他 2 119

小計 7,539 5,510

利息及び配当金の受取額 532 617

利息の支払額 △669 △639

法人税等の支払額 △3,078 △1,170

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,323 4,319

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 △667 △312

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 △4,304 △1,541

有形固定資産の売却による収入 134 5,977

無形固定資産の取得による支出 △426 △104

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△79 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△0 －

関係会社株式の取得による支出 △22 △10

その他 △394 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,761 3,991
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（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) 

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） △1,692 △1,826

長期借入れによる収入 4,580 2,500

長期借入金の返済による支出 △3,102 △3,944

社債の償還による支出 △200 △850

自己株式の取得による支出 △1 △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 △60 △144

財務活動によるキャッシュ・フロー △946 △4,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,384 3,613

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 29,590 27,339
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 該当事項なし。  

  

 (セグメント情報等） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

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） 

（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２四半期連結累計期間11億81

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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）および前第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）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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）および前第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）において、海外売上高がないため、該当事項はない。  

（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  189,849  9,583  2,837  202,269  －  202,269

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 228  4  170  403  △403  －

計  190,077  9,587  3,007  202,672  △403  202,269

営業利益  1,139  32  371  1,543  △506  1,037

  
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  359,342  19,605  5,928  384,877  －  384,877

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 466  7  222  697  △697  －

計  359,809  19,613  6,151  385,574  △697  384,877

営業利益  2,018  591  637  3,246  △1,046  2,200

 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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〔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、製品・事業別の事業部および支社を設置し、各事業部および支社は取り扱う製品・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、当社は、事業部および支社を基礎とした製品・事業別のセグメントから構成されており、「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。 

  

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）  

 （単位：百万円）

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）  

 （単位：百万円）

（注）１．当第２四半期連結累計期間におけるセグメント利益の調整額△34百万円には、セグメント間取引消去△28

百万円および各報告セグメントに配分していない全社費用６百万円が含まれている。全社費用は主に報告セ

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。 

当第２四半期連結会計期間におけるセグメント利益または損失(△）の調整額△96百万円には、セグメン

ト間取引消去△３百万円および各報告セグメントに配分していない全社費用92百万円が含まれている。全社

費用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．セグメント利益または損失(△）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。  

  

  
  

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  399,468  23,615  6,930  430,014  －  430,014

 セグメント間の内部売上高 

または振替高 
 590  13  533  1,136  △1,136  －

計  400,058  23,628  7,463  431,151  △1,136  430,014

セグメント利益  4,088  635  537  5,261  △34  5,226

  
  

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  208,831  10,669  3,718  223,219  －  223,219

 セグメント間の内部売上高 

または振替高 
 245  6  232  484  △484  －

計  209,076  10,676  3,950  223,703  △484  223,219

セグメント利益または損失(△）  2,666  △15  346  2,997  △96  2,901
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

事業環境の悪化等により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上している。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において「石油関連事業」で３億71

百万円および「ガス関連事業」で１億33百万円である。 

  

（追加情報） 

 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。 

  

  

（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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