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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 48,020 ― 795 ― 820 ― 322 ―

20年3月期第3四半期 44,502 4.0 343 △47.1 492 △41.6 223 △49.9

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

21年3月期第3四半期 53.16 ―

20年3月期第3四半期 36.80 ―

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

21年3月期第3四半期 36,348 11,045 30.1 1,801.57
20年3月期 37,708 11,036 29.0 1,799.23

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,935百万円 20年3月期  10,922百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 65,381 6.7 1,478 180.2 1,541 128.1 719 153.2 118.56

4.  その他 
(1) 期中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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と大幅に異なる場合があ
ります。 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第3四半期  6,100,503株 20年3月期  6,100,503株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  30,659株 20年3月期  29,948株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  6,070,153株 20年3月期第3四半期  6,070,688株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、金融危機に端を発した世界的な景気減速に加え、急

激な円高進行と株価下落等に伴い、企業収益は急速に悪化しております。また、当社グループが営業基盤
を置く南九州地区においては、景気の足踏み状態が続いております。 
 このような状況の中で当社グループは、「夢に、前向き」をブランドスローガンに、地域の皆様の様々
なニーズに応えていくために、地域一番店づくりに取り組むとともに、引き続き販売力の強化やサービス
の向上を図り競争力を高めながら、経営の効率化や収益基盤の見直しを推し進め、収益性の向上に努めま
した。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は480億20百万円（前年同期比7.9％増）、経常利益は
８億20百万円（前年同期比66.7％増）、四半期純利益は３億22百万円（前年同期比44.4％増）となりまし
た。 
  
 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  
  
[石油関連商品販売事業] 
 当第３四半期連結累計期間における石油業界は、原油価格が７月に史上 高値を記録し、その後は下落
に転じたものの、景気後退の影響等から消費者の節約意識は根強く、燃料油の国内需要が伸び悩む中で、
シェア獲得に向けた企業間の過当競争は一層激化しております。 
 このような状況の中で当社グループは、利益率の高い油外商品の拡販や自社プリペイドカード会員の拡
大に注力する一方で、７月にセルフ与次郎ＳＳを新設し燃料油の増販を図るとともに、引き続き市況に応
じた適正販売価格を粘り強く推し進めるなど収益確保に努めました。 
 以上の結果、売上高は311億28百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益は５億69百万円（前年同期比
14.7％増）を計上致しました。 
  
[ガス関連商品販売事業] 
 当第３四半期連結累計期間におけるＬＰガス業界は、高水準で推移していたＬＰガス輸入価格は下落傾
向にあるものの、電力や都市ガスなど他エネルギーとの競争は一層厳しさを増しております。 
 このような状況の中で当社グループは、一般需要家等のガス納入権の買収による販売網の拡充や、原料
費調整制度等による適正な価格転嫁を図り収益の確保に努めました。 
 以上の結果、売上高は78億14百万円（前年同期比13.9％増）、営業利益は３億81百万円（前年同期比
9.5％増）を計上致しました。 
  
[外食事業] 
 当第３四半期連結累計期間における外食業界は、消費者の節約意識の高まりにより個人消費が低迷する
中で、同業他社や中食市場との競争は一層激化しております。 
 このような状況の中で当社グループは、引き続きお客様満足度の向上に注力するとともに、既存店舗の
オペレーションの強化や効果的な販促活動等による来店頻度のアップに努めました。 
 一方で、様々なお客様のニーズに応えるために、「蒸し料理 巳八」の増床やＫＦＣ店舗の改装をはじ
め、新規業態として「ピザハット与次郎店」を併設したＫＦＣ与次郎店を７月にリニューアルオープン致
しました。 
 以上の結果、売上高は36億75百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は４億38百万円（前年同期比
19.7％増）を計上致しました。 
  
[書籍・ＣＤ販売等事業] 
 当第３四半期連結累計期間における書籍及びＣＤ業界は、少子化等による購買層の人口減少に加え、イ
ンターネット等の普及に伴う購買手段の多様化などから、業種・業態を超えた競争は一層激化しておりま
す。 
 このような状況の中で当社グループは、大型複合書店の「ブックスミスミオプシア」を中心に品揃えを
強化するとともに、全店舗において新ポイントカードによる顧客の囲い込みと来店頻度のアップに努めま
した。 
 一方で、１１月に九州初のアップル専門店である「Apple Premium Reseller」をオプシアミスミ内にオ
ープンし、収益性の向上を図りました。 
 以上の結果、売上高は32億94百万円（前年同期比28.2％増）、営業利益は51百万円を計上致しました。
  
[建設関連事業] 
 当第３四半期連結累計期間における建設業界は、建築基準法改正の影響が一巡したことから持ち直しの
動きが見られるものの、景気低迷の影響等から住宅市場は冷え込み、新設住宅着工戸数は低水準で推移し
ております。 
 このような状況の中で当社グループは、引き続き経営の効率化を推し進めるとともに、新たに太陽光発

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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電システムの取り扱いを開始し、機能面での差別化を図ることで住宅販売の強化に努めましたが、資材
価格の高騰や競争激化の影響もあり、利益面において厳しい結果となりました。 
 以上の結果、売上高は11億33百万円（前年同期比18.7％増）、営業損失は56百万円となりました。 
  
[自動車関連商品販売事業] 
 当第３四半期連結累計期間における自動車業界は、新車の買替え期間の長期化に加え、若者人口の減少
や高騰を続けてきたガソリン価格の影響等から購買意欲は冷え込んでおり、国内の新車販売台数は前年割
れが続いております。 
 このような状況の中で当社グループは、中古車販売の強化や整備部門の合理化を推し進め収益の確保に
努めましたが、新車販売において、スズキ車の増販が貢献したものの、車種の減少に伴うフォード車の落
ち込みが大きく、厳しい結果となりました。 
 以上の結果、売上高は７億11百万円（前年同期比0.3％減）、営業損失は８百万円となりました。 
  
[その他の事業] 
 当第３四半期連結累計期間におけるミネラルウォーター業界は、食生活における健康志向の高まりとと
もに、需要は増加を続けているものの、シェア拡大を目的に生産能力を拡張している大手飲料メーカー各
社や他ブランドとの競争は一層激しさを増しております。 
 このような状況の中で当社グループは、新規取引先の獲得に注力する一方で、ネット販売や焼酎とのセ
ット販売等によるミネラルウォーターの拡販と、安定的な収益を確保するために引き続き宅配部門の強化
に努めました。 
 以上の結果、売上高は２億63百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は10百万円（前年同期比52.3％
減）を計上致しました。 
  
 なお、上記の前年同四半期増減率については参考として記載しております。 

  

  
当第３四半期連結累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、仕入債務の減

少21億70百万円及び設備投資３億96百万円等資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益７億
55百万円に加え減価償却費８億41百万円、売上債権の減少４億７百万円及びその他営業負債の増加６億32
百万円等資金の増加により前連結会計年度末に比べ49百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末には33
億60百万円となりました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、７億67百万円となりました。これ
は主に、仕入債務の減少21億70百万円の資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益７億55百
万円に加え減価償却費８億41百万円、売上債権の減少４億７百万円、たな卸資産の減少２億28百万円及び
その他営業負債の増加６億32百万円等資金の増加によるものであります。  
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少額は、４億92百万円となりました。これ
は主に、セルフ給油所設備の新築工事等１億52百万円及び外食事業の店舗建設等98百万円及び投資有価証
券の取得２億77百万円の支出によるものであります。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少額は、２億26百万円となりました。主な
理由は、配当金の支払いによるものであります。 

  

  
連結業績予想は、平成20年５月15日発表から変更はありません。 

  

2. 連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

  
記載すべき事項はありません。 

  

  
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  

  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が41,319千円減少しており
ます。 
 なお、セグメント情報に与える影響はありません。 

4. その他
(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,761,231 3,699,081

受取手形及び売掛金 5,836,500 6,251,279

有価証券 3,711 3,714

商品及び製品 2,174,256 2,407,308

その他 700,802 849,780

貸倒引当金 △89,712 △93,997

流動資産合計 12,386,790 13,117,167

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,265,228 5,509,490

土地 11,566,384 11,566,384

その他（純額） 1,321,821 1,521,081

有形固定資産合計 18,153,433 18,596,956

無形固定資産 235,759 281,142

投資その他の資産   

その他 5,987,570 6,056,085

貸倒引当金 △414,624 △342,834

投資その他の資産合計 5,572,945 5,713,250

固定資産合計 23,962,138 24,591,350

資産合計 36,348,929 37,708,517

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,708,244 3,876,566

短期借入金 9,144,150 9,074,500

1年内返済予定の長期借入金 2,803,844 2,752,756

未払法人税等 276,745 37,486

賞与引当金 189,903 273,803

ポイント引当金 16,662 6,300

その他 1,958,426 1,351,101

流動負債合計 16,097,977 17,372,513

固定負債   

長期借入金 8,130,687 8,295,520

退職給付引当金 1,406 86,680

役員退職慰労引当金 359,100 219,400

その他 714,420 697,513

固定負債合計 9,205,614 9,299,114

負債合計 25,303,591 26,671,628
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,690,899 1,690,899

資本剰余金 1,646,341 1,646,341

利益剰余金 7,648,165 7,507,600

自己株式 △43,388 △42,437

株主資本合計 10,942,017 10,802,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,777 119,895

評価・換算差額等合計 △6,777 119,895

少数株主持分 110,097 114,590

純資産合計 11,045,338 11,036,889

負債純資産合計 36,348,929 37,708,517
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 48,020,922

売上原価 39,467,815

売上総利益 8,553,106

販売費及び一般管理費 7,757,441

営業利益 795,665

営業外収益  

受取利息 35,961

受取配当金 21,885

受取賃貸料 117,902

その他 207,154

営業外収益合計 382,903

営業外費用  

支払利息 228,399

貸倒引当金繰入額 48,217

その他 81,001

営業外費用合計 357,617

経常利益 820,951

特別利益  

固定資産売却益 696

受取保険金 2,283

投資有価証券売却益 839

特別利益合計 3,819

特別損失  

固定資産売却損 347

固定資産除却損 25,013

災害による損失 469

投資有価証券売却損 1,715

たな卸資産評価損 41,319

特別損失合計 68,865

税金等調整前四半期純利益 755,906

法人税、住民税及び事業税 322,114

法人税等調整額 112,252

法人税等合計 434,367

少数株主損失（△） △1,131

四半期純利益 322,671

（株）Ｍｉｓｕｍｉ（7441）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

7



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 755,906

減価償却費 841,839

固定資産除却損 25,013

のれん償却額 23,728

貸倒引当金の増減額（△は減少） 67,505

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,899

退職給付引当金の増減額（△は減少） △85,274

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 139,700

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,362

受取利息及び受取配当金 △57,847

支払利息 228,399

為替差損益（△は益） 2,064

固定資産売却損益（△は益） △349

投資有価証券売却損益（△は益） 875

受取保険金 △2,283

たな卸資産評価損 41,319

売上債権の増減額（△は増加） 407,022

たな卸資産の増減額（△は増加） 228,074

仕入債務の増減額（△は減少） △2,170,386

その他 632,856

小計 1,004,627

利息及び配当金の受取額 55,887

利息の支払額 △217,343

保険金の受取額 2,283

法人税等の支払額 △77,532

営業活動によるキャッシュ・フロー 767,922

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △24,511

定期預金の払戻による収入 12,076

有価証券の取得による支出 △3,707

有価証券の償還による収入 3,706

固定資産の取得による支出 △396,044

固定資産の売却による収入 2,105

投資有価証券の取得による支出 △277,016

投資有価証券の売却による収入 1,544

子会社株式の取得による支出 △1,630

差入保証金の差入による支出 △4,819

差入保証金の回収による収入 89,068

貸付けによる支出 △52,526

貸付金の回収による収入 139,304

その他 20,254

投資活動によるキャッシュ・フロー △492,194
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 600,000

短期借入金の返済による支出 △530,350

長期借入れによる収入 2,020,000

長期借入金の返済による支出 △2,133,744

自己株式の取得による支出 △950

配当金の支払額 △179,917

少数株主への配当金の支払額 △1,050

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,715

現金及び現金同等物の期首残高 3,310,448

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,360,163
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

 
 (注)  事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称 

事業区分は、商品の類似性及び販売経路の共通性を考慮して区分しております。各区分に属する主要な商品

は、次のとおりであります。 

 石油関連商品販売事業………ガソリン、軽油、灯油、重油、潤滑油 

 ガス関連商品販売事業………ＬＰガス、厨房機器、冷暖房用機器、住宅設備機器 

 外食事業………………………ケンタッキーフライドチキン、ピエトロ・バルコーネ 

 書籍・ＣＤ販売等事業………書籍、ＣＤ、テレビゲーム、パソコン、携帯電話 

 建設関連事業…………………住宅、土地、冷暖房用機器、住宅設備機器 

 自動車関連商品販売事業……新車、中古車、整備、車検、タイヤ 

 その他の事業…………………ミネラルウォーター 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報

は作成しておりません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

石油 

関連商品 

販売事業 

(千円)

ガス 

関連商品 

販売事業 

(千円)

外食事業 

(千円)

書籍・ 

ＣＤ販売等 

事業 

(千円)

建設関連 

事業 

(千円)

自動車 

関連商品 

販売事業 

(千円)

その他の 

事業 

(千円)

計 

(千円)

消去 

又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

  売上高

  (1) 外部顧客に 

    対する売上高
31,128,337 7,814,674 3,675,097 3,294,561 1,133,694 711,554 263,003 48,020,922 ― 48,020,922

  (2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
55,670 49,819 ― 265 282,375 72,157 24,135 484,423 (484,423) ―

計 31,184,007 7,864,493 3,675,097 3,294,826 1,416,069 783,711 287,138 48,505,346 (484,423) 48,020,922

  営業利益又は 

  営業損失(△)
569,141 381,983 438,843 51,168 △56,011 △8,117 10,000 1,387,009 (591,343) 795,665

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 44,502,499

Ⅱ 売上原価 36,323,083

   売上総利益 8,179,416

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,835,708

   営業利益 343,707

Ⅳ 営業外収益 450,198

Ⅴ 営業外費用 301,397

   経常利益 492,508

Ⅵ 特別利益 25,266

Ⅶ 特別損失 227,727

   税金等調整前四半期純利益 290,047

   法人税、住民税及び事業税 22,331

   法人税等調整額 42,710

   少数株主利益 1,600

   四半期純利益 223,404
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