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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 182,607 △13.2 1,163 △68.0 1,212 △68.2 329 △83.9

21年3月期第1四半期 210,273 ― 3,634 ― 3,808 ― 2,049 ―

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

22年3月期第1四半期 4.38 ―

21年3月期第1四半期 27.15 ―

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

22年3月期第1四半期 187,281 53,196 28.0 697.62
21年3月期 197,500 52,218 26.0 684.63

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  52,430百万円 21年3月期  51,455百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.50 ― 5.50 11.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

410,000 △19.1 2,300 △56.8 2,600 △55.0 1,000 △65.8 13.31

通期 860,000 △12.4 7,000 △25.2 7,300 △24.9 3,500 △24.2 46.57
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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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等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。なお、連結業績予想に関しましては、３ページに記載の【定性的情報・財務諸表等】３．連
結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 76,061,923株 21年3月期  76,061,923株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  904,683株 21年3月期  903,855株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 75,157,391株 21年3月期第1四半期 75,506,066株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、急激な景気後退から一部に持ち直しの動きがみられたものの、

設備投資が大幅に減少し雇用情勢も急速に悪化するなど、依然として厳しい状況で推移した。 

当社グループを取り巻くエネルギー業界においては、燃料油の需要の減少が止まらず、経営環境は一段と厳しい状

況となった。 

こうしたなかで、当社グループは、ＳＳ販売網の整備など経営の効率化を図ったものの、販売価格の下落や需要の

減少などから、当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、前年同期比13.2％減の1,826億７百万

円、営業利益は前年同期比68.0％減の11億63百万円、経常利益は前年同期比68.2％減の12億12百万円となり、四半期

純利益は前年同期比83.9％減の３億29百万円となった。 

  

事業の種類別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11.9％減の1,694億93百万円となり、営業利益は前年同期比72.5％減の

８億78百万円となった。 

ガス関連事業における売上高は前年同期比34.3％減の100億22百万円となり、営業利益は前年同期比29.8％増の５

億58百万円となった。 

航空関連事業における売上高は前年同期比20.8％増の30億91百万円となり、営業利益は前年同期比49.4％減の２億

66百万円となった。 

  

  

(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、受取手形及び売掛金の減少などから前連結会計年度末より

102億18百万円減少し、1,872億81百万円となった。 

負債合計は、支払手形及び買掛金の減少や借入金の返済などから前連結会計年度末より111億96百万円減少し、

1,340億85百万円となった。 

純資産合計は、株価上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加などから前連結会計年度末より９億77百万円

増加し、531億96百万円となった。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の26.0％から28.0％となった。  

  

(２) キャッシュ・フローの状況  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より26億２百万円減少

し、293億72百万円となった。 

(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36億30百万円となった。これは主に、売上債権の減少によるものである。

なお、獲得した資金は前年同期比30億18百万円増加している。  

(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26億39百万円となった。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17億２百万円増加している。  

(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35億93百万円となった。これは主に、借入金の返済によるものである。な

お、前年同期は137億34百万円の資金の獲得であった。  

  

  

景気は、当面、厳しい状況が続くものと予想されるなか、連結業績予想については、第２四半期連結累計期間およ

び通期とも平成21年５月12日に公表した数値を修正しておりません。 

  

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

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

三愛石油㈱　(8097)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

3



  

  

該当事項なし。 

  

（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。  

（法人税等並びに繰延税金資産及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。 

  

該当事項なし。 

  

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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,460 32,053

受取手形及び売掛金 47,205 58,181

有価証券 209 219

商品及び製品 6,707 5,095

仕掛品 362 240

原材料及び貯蔵品 105 105

その他 1,672 1,835

貸倒引当金 △108 △169

流動資産合計 85,615 97,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 58,059 58,040

減価償却累計額 △34,373 △33,971

建物及び構築物（純額） 23,686 24,068

機械装置及び運搬具 28,768 28,819

減価償却累計額 △21,130 △20,876

機械装置及び運搬具（純額） 7,637 7,942

土地 27,204 27,244

その他 8,808 7,395

減価償却累計額 △2,875 △2,814

その他（純額） 5,932 4,580

有形固定資産合計 64,460 63,837

無形固定資産   

のれん 8,564 8,849

その他 1,896 1,751

無形固定資産合計 10,461 10,600

投資その他の資産   

投資有価証券 19,407 17,277

その他 7,823 8,590

貸倒引当金 △715 △673

投資その他の資産合計 26,515 25,195

固定資産合計 101,437 99,633

繰延資産   

開発費 229 305

繰延資産合計 229 305

資産合計 187,281 197,500
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 49,697 55,013

短期借入金 6,820 9,611

1年内返済予定の長期借入金 5,777 5,809

1年内償還予定の社債 8,050 7,400

未払法人税等 304 2,861

賞与引当金 860 1,727

役員賞与引当金 20 84

その他 9,647 9,183

流動負債合計 81,178 91,690

固定負債   

社債 13,900 14,550

長期借入金 20,365 20,632

退職給付引当金 4,303 4,300

役員退職慰労引当金 435 503

特別修繕引当金 387 380

訴訟損失引当金 290 290

環境対策引当金 349 349

その他 12,875 12,584

固定負債合計 52,906 53,591

負債合計 134,085 145,281

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 36,167 36,276

自己株式 △311 △311

株主資本合計 53,651 53,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △464 △1,549

繰延ヘッジ損益 6 3

土地再評価差額金 △761 △759

評価・換算差額等合計 △1,220 △2,305

少数株主持分 765 763

純資産合計 53,196 52,218

負債純資産合計 187,281 197,500
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

商品売上高 210,027 181,986

工事売上高 246 620

売上高合計 210,273 182,607

売上原価   

商品売上原価 196,811 169,591

工事売上原価 171 546

売上原価合計 196,982 170,138

売上総利益 13,291 12,469

販売費及び一般管理費 9,656 11,305

営業利益 3,634 1,163

営業外収益   

受取利息 117 177

受取配当金 169 140

投資有価証券売却益 67 －

その他 160 111

営業外収益合計 515 428

営業外費用   

支払利息 266 315

その他 74 64

営業外費用合計 341 380

経常利益 3,808 1,212

特別利益   

固定資産売却益 0 12

貸倒引当金戻入額 0 14

その他 12 －

特別利益合計 13 27

特別損失   

固定資産除売却損 129 155

環境対策費 － 58

関係会社株式売却損 － 4

特別損失合計 129 217

税金等調整前四半期純利益 3,692 1,022

法人税、住民税及び事業税 1,368 313

法人税等調整額 282 365

法人税等合計 1,650 678

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7 14

四半期純利益 2,049 329
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 3,692 1,022

減価償却費 1,162 1,331

のれん償却額 251 281

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63 △19

賞与引当金の増減額（△は減少） △700 △864

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △62 △63

退職給付引当金の増減額（△は減少） △80 2

受取利息及び受取配当金 △287 △317

支払利息 266 315

有形固定資産売却益 △0 －

有形固定資産除却損及び売却損 57 －

有形固定資産除売却損益（△は益） － 40

投資有価証券売却損益（△は益） △67 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,308 10,968

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,486 △1,734

その他の流動資産の増減額（△は増加） △237 △253

仕入債務の増減額（△は減少） △5,730 △5,315

その他の流動負債の増減額（△は減少） 621 1,052

その他 459 △40

小計 3,102 6,406

利息及び配当金の受取額 288 312

利息の支払額 △290 △280

法人税等の支払額 △2,488 △2,808

営業活動によるキャッシュ・フロー 611 3,630

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 △29 △292

投資有価証券の売却による収入 104 0

有形固定資産の取得による支出 △785 △2,293

有形固定資産の売却による収入 34 73

無形固定資産の取得による支出 △367 △285

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

その他 107 158

投資活動によるキャッシュ・フロー △937 △2,639

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） 14,883 △2,791

長期借入れによる収入 150 500

長期借入金の返済による支出 △920 △798

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △377 △450

少数株主への配当金の支払額 － △20

その他 － △32

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,734 △3,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,409 △2,602

現金及び現金同等物の期首残高 17,612 31,975

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,021 29,372
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 該当事項なし。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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当第１四半期連結会計期間６億６

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。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）および当第１四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）および当第１四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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  192,464  15,250  2,558  210,273  －  210,273

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 374  6  284  664  △664  －

計  192,839  15,256  2,842  210,938  △664  210,273

営業利益  3,193  430  526  4,149  △515  3,634

  
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  169,493  10,022  3,091  182,607  －  182,607

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 237  3  52  294  △294  －

計  169,731  10,026  3,143  182,901  △294  182,607

営業利益  878  558  266  1,703  △539  1,163

 事業区分  主要製品又は事業区分 

 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 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 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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