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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 448,260 4.2 4,542 △12.4 4,845 △7.3 △203 ―

23年3月期第2四半期 430,014 11.7 5,188 135.8 5,226 145.4 2,273 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 404百万円 （△75.3％） 23年3月期第2四半期 1,638百万円 （―％）

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 △2.73 ―

23年3月期第2四半期 30.38 ―

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 193,455 58,232 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2四半期  57,256百万円 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 ― 6.50

24年3月期（予想） ― 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、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  ：  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 950,000 6.9 9,000 △30.2 10,000 △23.8 2,500 △61.3 33.42

           



(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］3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」をご覧下さい。 

4.  その他

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 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2Q 1,255,725 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2Q 74,806,479 株 23年3月期2Q 74,810,964 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、東日本大震災による景気の落ち込みから持ち直しつつある

ものの、電力供給の制約や円高の進行に加えて、海外景気の減速が懸念されるなど、先行不透明な状況で推移し

た。 

エネルギー業界においては、環境意識が高まるなか、石油製品の国内需要が低迷するなど、当社グループを取

り巻く経営環境は引き続き厳しい状況にあった。 

こうしたなかで、当社グループは、積極的な営業活動と新規顧客の獲得により、収益の向上に努めた。 

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、販売価格の上昇などにより前年同期

比4.2％増の4,482億60百万円となったものの、利幅の縮小などにより、営業利益は前年同期比12.4％減の45億42

百万円、経常利益は前年同期比7.3％減の48億45百万円となった。また、投資有価証券評価損を特別損失に計上し

たことなどにより、２億３百万円の四半期純損失（前年同期は22億73百万円の四半期純利益）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、火力発電向けに重油の需要が増加したものの、ガソリンや軽油などが減少したことか

ら、燃料油全体の需要は前年を下回った。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、新規特約店の獲得など積極的な営業活動を展開した。 

当社においては、「共走共汗」によるリテールサポートを継続し、特約店と共に収益向上に取り組むことに

より、地域で勝ち残るＳＳを目指すとともに、「タイヤスペシャル研修」や「接客サービスコンテスト」を開

催するなど、ＳＳスタッフのスキルアップを図った。 

産業用については、新規需要家の獲得に努めるとともに、「風力発電機用潤滑油セミナー」を開催するな

ど、工業用潤滑油の拡販を図った。 

  

＜化学品製造販売業＞ 

化学品販売業界においては、産業用の需要が減退するなど厳しい状況で推移した。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、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、石油系溶剤などの工

業薬品および粘接着剤（タッキファイヤー）の積極的な販売活動を展開し、営業基盤の拡大に努めた。 

また、当社研究所では、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・改良に努め

た。 

  

その結果、石油関連事業における売上高は、販売価格の上昇などにより前年同期比3.8％増の4,147億67百万

円となったものの、セグメント利益は、利幅の縮小などにより前年同期比27.9％減の29億49百万円となった。 

  

② ガス関連事業 

＜ＬＰガス販売業＞ 

ＬＰガス業界においては、消費者の節約意識の高まりや省エネ機器の普及から、家庭・業務用の需要が前年

を下回った。 

当社グループにおいては、「Ｏｐｅｎ－Ｕｐ さぁ前に進もう ～ 着実に一歩、未来へ ～」をスローガン

に掲げ、「点検サービス」や「報連相シート」などのサービスメニューを継続するとともに、「住マイルキャ

ンペーン」などの販売施策を実施した。また、「新エネルギーチャレンジキャンペーン」を実施し、太陽光発

電システムや燃料電池の販売にも取り組んだ。 

保安面においては、「1日保安ドック」を継続するとともに、新たに「保安ドクター研修」を開催するな

ど、保安の確保と信頼獲得に努めた。 

  

＜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、オンサイト、サテライト

によるエネルギー供給の提案をおこなうなど、積極的な営業活動と新規顧客の獲得に努めた。 

佐賀ガス株式会社においては、都市ガスの安定供給と保安の確保に努めた。 

  

その結果、ガス関連事業における売上高は、販売数量の増加などにより前年同期比12.6％増の266億１百万

円となり、セグメント利益は、前年同期比25.7％増の７億98百万円となった。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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月の新滑走路供用開始や国際定期便の就航などから、航空機への燃料搭載数量

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。 

  

＜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堅調に推移し

たことなどから、売上高は前年を上回ったものの、同社の建設工事業においては、売上高は前年を下回った。 

  

その結果、航空関連事業他における売上高は、前年同期比0.6％減の68億91百万円となったものの、セグメ

ント利益は、前年同期比49.2％増の８億１百万円となった。 

  

  

（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15億12百万円増加し、1,934億

55百万円となった。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17億64百万円増加し、1,352億22百万円となった。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２億52百万円減少し、582億32百万円となった。これは主に、剰余

金の配当実施により利益剰余金が減少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２四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９億92百万円増加し、344億71百万円となった。 

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62億77百万円となった。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19億58百万円増加している。 

（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６億81百万円となった。これは主に、有形固定資産の取得によるもので

ある。なお、前年同期は39億91百万円の資金の獲得であった。 

（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46億３百万円となった。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93百万円減少している。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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23年５月10日に公表した平成24年３

月期通期の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）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） 

 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 33,664 34,675

受取手形及び売掛金 56,485 60,178

有価証券 210 40

商品及び製品 7,283 8,227

仕掛品 91 115

原材料及び貯蔵品 110 95

その他 2,072 3,393

貸倒引当金 △333 △294

流動資産合計 99,584 106,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 60,531 60,115

減価償却累計額 △35,042 △35,812

建物及び構築物（純額） 25,489 24,303

機械装置及び運搬具 29,720 29,677

減価償却累計額 △20,801 △21,252

機械装置及び運搬具（純額） 8,919 8,424

土地 23,735 23,070

その他 5,938 6,598

減価償却累計額 △3,481 △3,743

その他（純額） 2,456 2,855

有形固定資産合計 60,600 58,653

無形固定資産   

のれん 6,807 6,267

その他 1,697 1,628

無形固定資産合計 8,505 7,896

投資その他の資産   

投資有価証券 17,141 14,402

その他 6,565 6,472

貸倒引当金 △455 △401

投資その他の資産合計 23,251 20,473

固定資産合計 92,357 87,024

資産合計 191,942 193,455
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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 55,191 64,750

短期借入金 5,080 3,188

1年内返済予定の長期借入金 4,332 4,719

1年内償還予定の社債 3,400 5,900

未払法人税等 4,744 1,198

賞与引当金 1,644 1,588

役員賞与引当金 105 44

災害損失引当金 124 100

工事損失引当金 － 5

資産除去債務 17 28

その他 9,416 8,712

流動負債合計 84,056 90,236

固定負債   

社債 10,100 7,400

長期借入金 21,548 19,489

退職給付引当金 3,964 3,925

役員退職慰労引当金 546 461

特別修繕引当金 353 387

訴訟損失引当金 290 326

資産除去債務 568 562

その他 12,029 12,433

固定負債合計 49,401 44,986

負債合計 133,457 135,222

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 41,528

自己株式 △430 △431

株主資本合計 59,516 58,892

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 △576

土地再評価差額金 △844 △1,060

その他の包括利益累計額合計 △1,964 △1,636

少数株主持分 932 976

純資産合計 58,484 58,232

負債純資産合計 191,942 193,455
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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   

商品売上高 428,758 447,573

完成工事高 1,256 686

売上高合計 430,014 448,260

売上原価   

商品売上原価 401,728 421,439

完成工事原価 1,216 575

売上原価合計 402,945 422,014

売上総利益 27,069 26,245

販売費及び一般管理費 21,880 21,702

営業利益 5,188 4,542

営業外収益   

受取利息 416 344

受取配当金 206 232

投資有価証券売却益 － 88

軽油引取税交付金 131 142

その他 168 218

営業外収益合計 922 1,026

営業外費用   

支払利息 608 580

その他 275 142

営業外費用合計 884 723

経常利益 5,226 4,845

特別利益   

固定資産売却益 3,143 44

災害損失引当金戻入額 － 24

負ののれん発生益 20 －

特別利益合計 3,163 68

特別損失   

固定資産除売却損 1,925 235

投資有価証券評価損 899 3,686

減損損失 526 538

訴訟損失引当金繰入額 － 36

貸倒引当金繰入額 3 4

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 19 －

特別損失合計 3,573 4,501

税金等調整前四半期純利益 4,817 412

法人税、住民税及び事業税 1,969 1,129

法人税等調整額 483 △593

法人税等合計 2,452 536

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,364 △123

少数株主利益 90 79

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,273 △203
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,364 △123

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △725 528

その他の包括利益合計 △725 528

四半期包括利益 1,638 404

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,561 339

少数株主に係る四半期包括利益 77 64
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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) 

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 4,817 412

減価償却費 2,462 2,443

のれん償却額 566 531

負ののれん発生益 △20 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △93

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △23 △55

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △39 △61

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38 △39

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 36

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △24

受取利息及び受取配当金 △623 △576

支払利息 608 580

有形固定資産除売却損益（△は益） △1,449 136

減損損失 526 538

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 △88

投資有価証券評価損益（△は益） 899 3,686

売上債権の増減額（△は増加） 1,423 △3,693

たな卸資産の増減額（△は増加） △485 △952

その他の流動資産の増減額（△は増加） 307 △884

仕入債務の増減額（△は減少） △3,617 9,558

その他の流動負債の増減額（△は減少） △104 △675

その他 119 136

小計 5,510 10,920

利息及び配当金の受取額 617 570

利息の支払額 △639 △605

法人税等の支払額 △1,170 △4,606

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,319 6,277

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 △312 △68

投資有価証券の売却による収入 1 244

有形固定資産の取得による支出 △1,541 △1,039

有形固定資産の売却による収入 5,977 363

無形固定資産の取得による支出 △104 △188

関係会社株式の取得による支出 △10 －

その他 △19 6

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,991 △681
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（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) 

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） △1,826 △1,892

長期借入れによる収入 2,500 －

長期借入金の返済による支出 △3,944 △1,671

社債の償還による支出 △850 △200

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 △144 △184

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,696 △4,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,613 992

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 27,339 34,471
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 該当事項なし。  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 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） 

  １．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△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。 

  

２．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。 

  

Ⅱ 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） 

 １．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２億95百万円には、セグメント間取引消去△６百万円および各報告セグメン

トに配分していない全社利益３億２百万円が含まれている。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。 

  

（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  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  414,767  26,601  6,891  448,260  －  448,260

 セグメント間の内部売上

高または振替高 
 699  9  259  967  △967  －

計  415,467  26,610  7,150  449,227  △967  448,260

セグメント利益  2,949  798  801  4,549  295  4,845
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２．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３億67百万円および「ガス関連事業」で１億15百万円である。 

  

  該当事項なし。  

  

  該当事項なし。  

  

重要な訴訟事件等  

 連結子会社である佐賀ガス㈱では、佐賀市に対するガス事業譲渡資産の瑕疵担保責任に基づく損害賠償等請

求に関し、平成18年９月27日付にて佐賀地方裁判所へ提訴していたが、平成23年９月15日の佐賀地方裁判所に

よる和解勧告に基づき、平成23年11月７日付にて８億50百万円で和解が成立した。  

（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

（８）その他
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