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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 102,141 5.4 708 22.9 915 △2.3 303 62.9
23年3月期第2四半期 96,918 23.6 576 △13.3 937 4.1 186 △53.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 41百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △190百万円 （―％）

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2四半期 4.66 ―

23年3月期第2四半期 2.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 67,121 44,584 66.4
23年3月期 78,680 45,520 57.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  44,544百万円 23年3月期  45,480百万円

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  
 

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 ― ― ― 15.00 15.00
24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 15.00 15.00

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、対前期増減率）

（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

通期 250,000 1.3 3,300 3.7 3,900 0.2 1,900 55.4 29.24



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 
 

(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、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、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2Q 75,752,958 株 23年3月期 75,752,958 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 10,778,116 株 23年3月期 10,771,754 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 64,977,994 株 23年3月期2Q 65,003,390 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期累計期間は、東日本大震災の影響によるサプライチェーンの寸断や電力供給不足等によって生産活

動は大きく落ち込みました。また、急激な円高や雇用情勢の悪化懸念により、国内経済は先行き不透明な状況で推

移しました。エネルギー業界におきましては、震災を契機にエネルギーの節約志向はさらに強まることとなり、春

先の気温が高めに推移したこともあって、石油製品・ＬＰガスとも需要は低迷しました。 

  このような状況下、当社及びグループ企業は、ライフラインを担う企業グループとして、被災地の復旧、復興活

動を優先し、沿岸拠点の戦略的再構築を早急に進めてまいりました。また、中期経営計画「第三の創業」に基づ

き、①エネルギー卸売事業においては卸売機能の拡充、②エネルギー小売及び周辺事業においてはライフサポート

事業の推進、③全社的には新規事業の開発、人材の育成及びＩＴ活用による間接業務の標準化・効率化に注力しま

した。 

 以上の結果、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、石油製品・ＬＰガス価格が高水

準で推移したことにより、売上高は1,021億円（前年同期比5.4％増）となりました。また、主要製品の販売数量は

減少しましたが、新規顧客の開拓と適正マージンの確保及び経費削減により営業利益は７億円（前年同期比22.9％

増）、経常利益は9.1億円（前年同期比2.3％減）、四半期純利益は３億円（前年同期比62.9％増）となりました。

  

（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（23年３月期）と比較して115億 

 円減少し、671億円となりました。 

  また、純資産は、配当金の支払により利益剰余金が減少した結果、前期末と比較して9.3億円減少し、445億円と

  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8.6ポイント増加し、66.4％となりました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期までの業績は順調に推移しており、当期の業績予想を達成できるものと考えております。 

 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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,335 17,650

受取手形及び売掛金 25,968 16,353

商品及び製品 3,872 3,771

仕掛品 19 44

原材料及び貯蔵品 66 78

その他 1,528 1,766

貸倒引当金 △387 △249

流動資産合計 50,404 39,415

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,378 5,473

土地 9,911 9,911

建設仮勘定 149 177

その他（純額） 3,016 3,013

有形固定資産合計 18,455 18,577

無形固定資産   

のれん 1,110 973

その他 717 833

無形固定資産合計 1,827 1,807

投資その他の資産   

投資有価証券 4,631 4,180

長期前払費用 1,273 1,073

その他 2,312 2,323

貸倒引当金 △225 △255

投資その他の資産合計 7,992 7,321

固定資産合計 28,276 27,705

資産合計 78,680 67,121



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,350 12,151

短期借入金 672 613

1年内償還予定の社債 17 －

未払法人税等 789 659

賞与引当金 665 613

災害損失引当金 274 148

その他 3,635 2,658

流動負債合計 27,406 16,844

固定負債   

長期借入金 950 1,066

退職給付引当金 2,459 2,490

役員退職慰労引当金 104 80

資産除去債務 481 488

その他 1,758 1,567

固定負債合計 5,753 5,693

負債合計 33,160 22,537

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金 11,769 11,769

利益剰余金 23,510 22,839

自己株式 △5,925 △5,928

株主資本合計 44,984 44,311

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 494 234

繰延ヘッジ損益 2 △2

為替換算調整勘定 △1 1

その他の包括利益累計額合計 495 233

少数株主持分 39 39

純資産合計 45,520 44,584

負債純資産合計 78,680 67,121



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 96,918 102,141

売上原価 83,949 89,473

売上総利益 12,968 12,667

販売費及び一般管理費 12,391 11,959

営業利益 576 708

営業外収益   

受取利息 9 9

受取配当金 83 88

軽油引取税交付金 55 56

保険返戻金 185 14

その他 137 163

営業外収益合計 471 332

営業外費用   

支払利息 18 17

貸倒引当金繰入額 15 4

為替差損 49 28

デリバティブ損失 11 34

その他 16 41

営業外費用合計 110 125

経常利益 937 915

特別利益   

固定資産売却益 1 2

投資有価証券売却益 99 －

貸倒引当金戻入額 － 114

特別利益合計 100 116

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 56 29

投資有価証券評価損 10 3

災害による損失 － 108

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 298 －

その他 38 8

特別損失合計 403 150

税金等調整前四半期純利益 634 881

法人税等 448 578

少数株主損益調整前四半期純利益 185 303

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 186 303



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損失（△） △0 △0

少数株主損益調整前四半期純利益 185 303

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △363 △259

繰延ヘッジ損益 △10 △4

為替換算調整勘定 △1 2

その他の包括利益合計 △375 △261

四半期包括利益 △190 41

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △189 41

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △0



 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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