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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 220,044 6.4 2,779 25.6 2,967 29.0 1,591 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,068百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △1,172百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 21.27 ―

23年3月期第1四半期 1.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 195,522 58,896 29.6
23年3月期 191,942 58,484 30.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  57,974百万円 23年3月期  57,552百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

   23年3月期期末配当金の内訳 普通配当6円50銭 特別配当2円00銭 

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

23年3月期 ― 5.50 ― 8.50 14.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 6.50 ― 6.50 13.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 450,000 4.6 4,000 △22.9 4,300 △17.7 2,300 1.2 30.75
通期 950,000 6.9 9,000 △30.2 10,000 △23.8 5,000 △22.6 66.84



(1) 当四半期連結累計期間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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 76,061,923 株 23年3月期 76,061,923 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,255,274 株 23年3月期 1,254,974 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 74,806,732 株 23年3月期1Q 74,811,176 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による消費者マインドの悪化や原発事故

による電力供給不足などもあり、先行き不透明な状況となった。 

当社グループを取り巻くエネルギー業界においても国内需要が低迷するなど、引き続き厳しい状況で推移した。

こうしたなかで、当社グループは、積極的な営業活動による収益確保に努めた。 

その結果、当第１四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6.4％増の 億44百万円

となり、売上総利益が増加したことなどにより、営業利益は前年同期比25.6％増の27億79百万円、経常利益は前年

同期比29.0％増の29億67百万円となった。四半期純利益については、15億91百万円(前年同期は、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、82百万円)となった。 

  

セグメントの業績は次のとおりである。 

 石油関連事業における売上高は前年同期比6.2％増の 億86百万円となり、セグメント利益は前年同期比

25.4％増の17億61百万円となった。 

 ガス関連事業における売上高は前年同期比10.5％増の143億６百万円となり、セグメント利益は前年同期比

10.8％増の７億11百万円となった。 

 航空関連事業他における売上高は前年同期比1.2％増の32億52百万円となり、セグメント利益は前年同期比

99.0％増の３億80百万円となった。 

  

（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35億80百万円増加し、 億22百

万円となった。これは主に、受取手形及び売掛金の増加によるものである。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ31億68百万円増加し、 億26百万円となった。これは主に、支払手形

及び買掛金の増加によるものである。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億12百万円増加し、588億96百万円となった。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30.0％から29.6％となった。  

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第１四半期連結累計期間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

27億27百万円減少し、307億51百万円となった。 

当第１四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20億34百万円となった。これは主に、仕入債務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16億85百万円増加している。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果、使用した資金は２億44百万円となった。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５億63百万円減少している。  

（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45億16百万円となった。これは主に、有利子負債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６億０百万円増加している。 

  

（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23年５月10日に公表した数値を修正していない。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,200

2,024

1,955

1,366
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項なし。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項なし。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項なし。  

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用している。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,664 30,955

受取手形及び売掛金 56,485 63,074

有価証券 210 190

商品及び製品 7,283 8,732

仕掛品 91 144

原材料及び貯蔵品 110 110

その他 2,072 2,243

貸倒引当金 △333 △334

流動資産合計 99,584 105,115

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 60,531 60,184

減価償却累計額 △35,042 △35,310

建物及び構築物（純額） 25,489 24,874

機械装置及び運搬具 29,720 29,730

減価償却累計額 △20,801 △21,079

機械装置及び運搬具（純額） 8,919 8,650

土地 23,735 23,507

その他 5,938 6,082

減価償却累計額 △3,481 △3,600

その他（純額） 2,456 2,481

有形固定資産合計 60,600 59,513

無形固定資産   

のれん 6,807 6,541

その他 1,697 1,690

無形固定資産合計 8,505 8,232

投資その他の資産   

投資有価証券 17,141 16,194

その他 6,565 6,865

貸倒引当金 △455 △397

投資その他の資産合計 23,251 22,661

固定資産合計 92,357 90,407

資産合計 191,942 195,522
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 55,191 67,077

短期借入金 5,080 2,117

1年内返済予定の長期借入金 4,332 3,792

1年内償還予定の社債 3,400 3,400

未払法人税等 4,744 748

賞与引当金 1,644 775

役員賞与引当金 105 20

災害損失引当金 124 124

資産除去債務 17 27

その他 9,416 9,452

流動負債合計 84,056 87,536

固定負債   

社債 10,100 10,100

長期借入金 21,548 21,279

退職給付引当金 3,964 3,895

役員退職慰労引当金 546 473

特別修繕引当金 353 370

訴訟損失引当金 290 326

資産除去債務 568 560

その他 12,029 12,084

固定負債合計 49,401 49,089

負債合計 133,457 136,626

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 42,151 43,107

自己株式 △430 △430

株主資本合計 59,516 60,471

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,119 △1,652

土地再評価差額金 △844 △844

その他の包括利益累計額合計 △1,964 △2,497

少数株主持分 932 922

純資産合計 58,484 58,896

負債純資産合計 191,942 195,522
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高   

商品売上高 206,333 219,795

完成工事高 461 248

売上高合計 206,795 220,044

売上原価   

商品売上原価 193,154 206,239

完成工事原価 484 201

売上原価合計 193,638 206,441

売上総利益 13,156 13,603

販売費及び一般管理費 10,944 10,823

営業利益 2,212 2,779

営業外収益   

受取利息 205 162

受取配当金 163 175

投資有価証券売却益 － 89

軽油引取税交付金 35 35

その他 92 99

営業外収益合計 496 562

営業外費用   

支払利息 308 289

その他 100 85

営業外費用合計 409 375

経常利益 2,299 2,967

特別利益   

固定資産売却益 34 36

貸倒引当金戻入額 26 －

負ののれん発生益 20 －

特別利益合計 80 36

特別損失   

固定資産除売却損 1,686 146

投資有価証券評価損 121 56

訴訟損失引当金繰入額 － 36

貸倒引当金繰入額 2 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 199 －

特別損失合計 2,009 243

税金等調整前四半期純利益 370 2,759

法人税、住民税及び事業税 565 672

法人税等調整額 △317 476

法人税等合計 247 1,149

少数株主損益調整前四半期純利益 123 1,610

少数株主利益 40 19

四半期純利益 82 1,591
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 123 1,610

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,295 △542

その他の包括利益合計 △1,295 △542

四半期包括利益 △1,172 1,068

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,206 1,058

少数株主に係る四半期包括利益 34 9
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 370 2,759

減価償却費 1,250 1,207

のれん償却額 283 265

負ののれん発生益 △20 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 △57

賞与引当金の増減額（△は減少） △786 △869

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △65 △84

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 △69

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 36

受取利息及び受取配当金 △368 △337

支払利息 308 289

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,588 74

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 △89

投資有価証券評価損益（△は益） 121 56

売上債権の増減額（△は増加） 10,531 △6,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △504 △1,501

その他の流動資産の増減額（△は増加） 184 △652

仕入債務の増減額（△は減少） △13,288 11,886

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,403 190

その他 47 42

小計 1,216 6,558

利息及び配当金の受取額 363 333

利息の支払額 △259 △252

法人税等の支払額 △971 △4,605

営業活動によるキャッシュ・フロー 348 2,034

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 △69 △28

投資有価証券の売却による収入 1 92

有形固定資産の取得による支出 △805 △415

有形固定資産の売却による収入 105 248

無形固定資産の取得による支出 △28 △127

関係会社株式の取得による支出 △10 －

その他 △1 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △808 △244

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） △1,970 △2,963

長期借入金の返済による支出 △795 △808

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

配当金の支払額 △411 △635

少数株主への配当金の支払額 △20 △20

その他 △68 △88

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,916 △4,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,375 △2,727

現金及び現金同等物の期首残高 23,725 33,478

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,349 30,751
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 該当事項なし。  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

  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  

 （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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  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  

 （単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額１億14百万円には、セグメント間取引消去△12百万円および各報告セグメントに

配分していない全社利益１億26百万円が含まれている。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。 

  

 該当事項なし。  

  

 該当事項なし。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
  

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

  
  

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  202,486  14,306  3,252  220,044  －  220,044

 セグメント間の内部売上

高または振替高 
 410  3  173  587  △587  －

計  202,897  14,310  3,425  220,632  △587  220,044

セグメント利益  1,761  711  380  2,852  114  2,967

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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