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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 661,676 9.0 8,743 132.0 8,914 134.0 4,896 ―

22年3月期第3四半期 607,045 △22.3 3,768 △46.9 3,808 △49.2 42 △98.9

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3四半期 65.46 ―

22年3月期第3四半期 0.57 ―

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3四半期 202,742 57,235 27.8 753.63
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3四半期  56,378百万円 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  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 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】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。 

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 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3Q 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3Q  1,253,106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3Q 74,810,596株 22年3月期3Q  75,156,343株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四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、デフレの長期化や厳しい雇

用情勢に加えて、円高の進行も懸念されるなど先行き不透明なまま推移した。  

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３四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9.0％増の 億76百万円と

なり、売上総利益の増加に加えて経費の削減などから、営業利益は前年同期比 ％増の87億43百万円、経常利

益は前年同期比 ％増の89億14百万円となった。また、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48億96百万円（前年同期は42百万円）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３四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59億15百万円増加し、 億42百

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ものの、受取手形及び売掛金が増

加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24億75百万円増加し、 億６百万円となった。これは主に、有利子負

債を返済したものの、支払手形及び買掛金が増加したことによるものである。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ34億40百万円増加し、572億35百万円となった。これは主に、四半期純

利益の増加により利益剰余金が増加したことによるものである。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の ％から ％となった。  

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第３四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44億25百万円増加し、281億51百万円となった。 

当第３四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83億17百万円となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益の増加に

よるものである。なお、獲得した資金は前年同期比14億89百万円増加している。  

（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28億82百万円となった。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87億93百万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67億74百万円となった。これは主に、借入金の返済によるものである。な

お、使用した資金は前年同期比12億15百万円減少している。  

  

  

（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、平成22年11月９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

6,616

132.0

134.0

2,027

1,455

26.9 27.8
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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３四半期連結累計期間の売上総利益が２百万円、営業利益および経常利益が20百万円、税金等

 調整前四半期純利益が２億19百万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４億56百万円である。 

（「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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 28,348 23,816

受取手形及び売掛金 70,683 61,467

有価証券 400 360

商品及び製品 6,893 6,340

仕掛品 143 40

原材料及び貯蔵品 113 114

その他 1,701 1,942

貸倒引当金 △218 △182

流動資産合計 108,065 93,900

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 60,984 60,446

減価償却累計額 △34,947 △34,606

建物及び構築物（純額） 26,037 25,839

機械装置及び運搬具 29,852 30,189

減価償却累計額 △20,684 △21,500

機械装置及び運搬具（純額） 9,167 8,689

土地 23,762 26,841

その他 5,972 8,815

減価償却累計額 △3,375 △3,137

その他（純額） 2,597 5,677

有形固定資産合計 61,564 67,047

無形固定資産   

のれん 7,035 7,919

その他 1,641 1,784

無形固定資産合計 8,677 9,703

投資その他の資産   

投資有価証券 18,221 19,113

その他 6,743 7,611

貸倒引当金 △530 △550

投資その他の資産合計 24,434 26,173

固定資産合計 94,676 102,925

資産合計 202,742 196,826
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 68,566 62,501

短期借入金 5,147 9,400

1年内返済予定の長期借入金 3,711 6,080

1年内償還予定の社債 3,400 1,050

未払法人税等 2,996 1,060

賞与引当金 770 1,573

役員賞与引当金 74 88

その他 10,224 9,008

流動負債合計 94,891 90,761

固定負債   

社債 10,300 13,500

長期借入金 22,393 20,607

退職給付引当金 3,935 4,037

役員退職慰労引当金 511 449

特別修繕引当金 422 408

訴訟損失引当金 290 290

環境対策引当金 － 318

資産除去債務 572 －

その他 12,190 12,658

固定負債合計 50,615 52,270

負債合計 145,506 143,031

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 40,593 36,223

自己株式 △429 △428

株主資本合計 57,958 53,589

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △729 △43

土地再評価差額金 △850 △554

評価・換算差額等合計 △1,580 △598

少数株主持分 856 803

純資産合計 57,235 53,794

負債純資産合計 202,742 196,826
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

商品売上高 605,881 659,769

完成工事高 1,164 1,906

売上高合計 607,045 661,676

売上原価   

商品売上原価 568,637 618,233

完成工事原価 1,047 1,819

売上原価合計 569,684 620,052

売上総利益 37,360 41,623

販売費及び一般管理費 33,592 32,880

営業利益 3,768 8,743

営業外収益   

受取利息 555 630

受取配当金 302 329

投資有価証券売却益 － 21

軽油引取税交付金 － 212

その他 458 247

営業外収益合計 1,316 1,441

営業外費用   

支払利息 991 908

その他 284 362

営業外費用合計 1,275 1,270

経常利益 3,808 8,914

特別利益   

固定資産売却益 19 3,287

負ののれん発生益 － 20

環境対策引当金戻入額 31 －

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 68 3,307

特別損失   

固定資産除売却損 779 1,978

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

投資有価証券評価損 1,533 44

環境対策費 98 28

貸倒引当金繰入額 － 7

関係会社株式売却損 4 －

特別損失合計 2,708 2,785

税金等調整前四半期純利益 1,169 9,436

法人税、住民税及び事業税 800 3,704

法人税等調整額 311 722

法人税等合計 1,112 4,427

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,009

少数株主利益 14 112

四半期純利益 42 4,896
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

商品売上高 221,851 231,010

完成工事高 316 650

売上高合計 222,168 231,661

売上原価   

商品売上原価 209,191 216,504

完成工事原価 291 602

売上原価合計 209,482 217,107

売上総利益 12,685 14,554

販売費及び一般管理費 11,142 10,999

営業利益 1,542 3,554

営業外収益   

受取利息 192 213

受取配当金 126 123

投資有価証券売却益 － 21

軽油引取税交付金 － 81

その他 173 79

営業外収益合計 491 519

営業外費用   

支払利息 336 299

その他 43 86

営業外費用合計 379 386

経常利益 1,654 3,687

特別利益   

固定資産売却益 6 143

投資有価証券評価損戻入益 － 854

環境対策引当金戻入額 31 －

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 37 998

特別損失   

固定資産除売却損 174 53

環境対策費 1 8

貸倒引当金繰入額 － 4

投資有価証券評価損 1,489 －

特別損失合計 1,665 66

税金等調整前四半期純利益 27 4,619

法人税、住民税及び事業税 △108 1,734

法人税等調整額 115 239

法人税等合計 7 1,974

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,645

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10 21

四半期純利益 30 2,623
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,169 9,436

減価償却費 4,022 3,705

のれん償却額 850 834

負ののれん発生益 － △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 15

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） △908 △802

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51 △101

環境対策引当金の増減額（△は減少） △31 －

受取利息及び受取配当金 △857 △960

支払利息 991 908

有形固定資産除売却損益（△は益） 517 △1,553

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） － △21

投資有価証券評価損益（△は益） 1,533 44

売上債権の増減額（△は増加） △7,953 △9,215

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,076 △654

その他の流動資産の増減額（△は増加） △822 188

仕入債務の増減額（△は減少） 11,984 6,065

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,491 1,314

その他 4 78

小計 10,226 9,973

利息及び配当金の受取額 841 949

利息の支払額 △918 △837

法人税等の支払額 △3,320 △1,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,828 8,317

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 △948 △483

投資有価証券の売却による収入 150 128

有形固定資産の取得による支出 △7,183 △2,523

有形固定資産の売却による収入 195 6,098

無形固定資産の取得による支出 △473 △258

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 △431 △68

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,793 2,882
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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） △1,121 △4,252

長期借入れによる収入 5,180 4,230

長期借入金の返済による支出 △3,841 △4,813

社債の償還による支出 △7,200 △850

自己株式の取得による支出 △1 △1

少数株主への配当金の支払額 △20 △20

配当金の支払額 △864 △822

その他 △122 △244

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,990 △6,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,955 4,425

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 22,019 28,151
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間18億38

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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）および前第３四半期連結累計期

間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）および前第３四半期連結累計期

間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  206,828  12,356  2,983  222,168  －  222,168

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 418  6  487  911  △911  －

計  207,246  12,362  3,471  223,080  △911  222,168

営業利益  1,339  342  454  2,135  △592  1,542

  
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  566,171  31,962  8,912  607,045  －  607,045

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 884  13  710  1,608  △1,608  －

計  567,055  31,976  9,622  608,654  △1,608  607,045

営業利益  3,372  941  1,092  5,406  △1,638  3,768

 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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

 （単位：百万円）

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）  

 （単位：百万円）

（注）１．当第３四半期連結累計期間におけるセグメント利益の調整額44百万円には、セグメント間取引消去△25 

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70百万円が含まれている。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。 

当第３四半期連結会計期間におけるセグメント利益の調整額79百万円には、セグメント間取引消去２百万

円および各報告セグメントに配分していない全社利益77百万円が含まれている。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。  

  

  
  

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  614,072  37,054  10,549  661,676  －  661,676

 セグメント間の内部売上高 

または振替高 
 1,063  18  675  1,757  △1,757  －

計  615,135  37,072  11,225  663,433  △1,757  661,676

セグメント利益  6,980  854  1,033  8,869  44  8,914

  
  

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  214,604  13,438  3,618  231,661  －  231,661

 セグメント間の内部売上高 

または振替高 
 473  4  142  620  △620  －

計  215,077  13,443  3,761  232,282  △620  231,661

セグメント利益  2,892  219  496  3,608  79  3,687
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（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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