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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

(注）平成21年12月期より連結決算から非連結決算となりました。そのため、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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12月期第3四半期 8,706 ― 1,688 ― 1,680 ― 911 ―
20年12月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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12月期第3四半期 39.69 ―
20年12月期第3四半期 ― ―

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12月期第3四半期 8,124 5,479 67.4 238.67
20年12月期 8,025 4,817 60.0 209.83

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  5,479百万円 20年12月期  4,817百万円

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
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

20年12月期 ― 5.50 ― 5.50 11.00
21年12月期 ― 5.50 ―
21年12月期 

（予想）
5.50 11.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 11,530 △7.2 1,889 76.9 1,876 66.2 1,037 66.9 45.20
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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. その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 22,975,189株 20年12月期  22,975,189株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  16,934株 20年12月期  16,814株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 22,958,300株 20年12月期第3四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に掲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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第３四半期会計期間における我が国経済は、世界的金融危機に端を発した世界経済の冷え込みの影
響から、景気の悪化が進行する中で、各種経済政策の効果により企業収益、設備投資等に一部回復の兆
しがみられました。一方、雇用情勢及び個人所得を取り巻く環境は依然として厳しく、個人消費も低迷
するなど景気の先行きは不透明のまま推移いたしました。 
また、第１四半期に一時的に低下した原油価格が再び上昇に転じたことにより、石油製品及びガソリ

ンの店頭価格の上昇が消費者に対し徐々に影響を与え始めております。 
このような市場環境の中、自動車用潤滑油の販売面では、休日の高速道路料金の1,000円効果、及び

エコカー減税等の補助金制度・優遇税制など環境対応車への買い替え支援策を背景に、消費者ニーズに
合わせて今 も関心の高い、環境に配慮した低粘度・省燃費のプレミアムオイルの販売に注力するとと
もに、カーディーラー等の新規得意先の開拓を積極的に推進したことが売り上げ増加に貢献いたしまし
た。 
この結果、当第３四半期会計期間における売上高は3,140百万円、営業利益は747百万円、経常利益は

748百万円、四半期純利益は421百万円となりました。 

  

 (注）平成21年12月期第１四半期及び第２四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21

年12月期第１四半期決算短信（平成21年４月30日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年７月31

日開示）を参照してください。 

  

 （当第３四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状況） 
（資産） 
 当第３四半期会計期間末における総資産は8,124百万円(前事業年度末は8,025百万円)となり、98百万
円増加いたしました。これは主として受取手形及び売掛金（1,307百万円の減少）、未収入金（313百万
円の減少）及び短期貸付金（1,778百万円の増加）によるものです。   
（負債） 
 負債は2,644百万円（前事業年度末は3,208百万円）となり、563百万円減少いたしました。これは主
として支払手形及び買掛金（611百万円の減少）、未払金（288百万円の減少）及び未払費用（280百万
円の増加）によるものです。 
（純資産） 
 純資産は、5,479百万円（前事業年度末は4,817百万円）となり、662百万円増加いたしました。これ
は主に四半期純利益により911百万円増加し、剰余金の配当により252百万円減少したことによるもので
す。 
  
 （キャッシュ・フローの状況） 
 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、2,985百万円となりました。 
 なお、当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
営業活動によるキャッシュ・フロー   
 営業活動の結果増加した資金は、2,082百万円となりました。これは主として、税引前四半期純利益
が1,618百万円、売上債権の減少1,307百万円、その他の資産の減少314百万円、仕入債務の減少611百万
円、未払金の減少295百万円、その他の負債の増加289百万円及び法人税等の支払額620百万円によるも
のであります。   
投資活動によるキャッシュ・フロー 
 投資活動の結果減少した資金は、1,583百万円となりました。これは主に貸付けによる支出2,000百万
円、貸付金の回収による収入500百万円及び有形固定資産の取得による支出82百万円によるものであり
ます。 
 なお、貸付金の内容は、ＢＰグループのインハウス・バンクを運営しているビーピー・インターナシ
ョナル・リミテッドに対するものであります。 
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、249百万円となりました。これは主に配当金の支払249百万円による
ものであります。 

  

 平成21年12月期の業績予想につきましては、第３四半期までの状況及び第４四半期予想等を加味して
平成21年６月16日公表の平成21年12月期の個別業績予想を上方修正いたしました。詳細につきまして
は、平成21年10月13日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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1.簡便的な会計処理 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
②棚卸資産の評価方法 
 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸
高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
③経過勘定項目の算定方法 
 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 
④繰延税金資産の回収可能性の判断 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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ので、前事業年度末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っております。 

2.四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 
 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

①当事業年度より「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
財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
②棚卸資産の評価に関する会計基準  
  当事業年度の第１四半期会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、総平均法による
原価法から総平均法による原価法（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。 
 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 
③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17
日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員
会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表か
ら適用することができることになったことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適
用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法を採用しております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。これによる損益に
与える影響はありません。 

  

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 88,370 118,619

受取手形及び売掛金 1,634,304 2,941,689

商品 597,854 633,137

貯蔵品 33,512 20,579

前払費用 18,263 27,179

繰延税金資産 224,465 224,465

短期貸付金 4,409,180 2,630,591

未収入金 509,464 823,339

その他 21,856 11,089

貸倒引当金 △334 △325

流動資産合計 7,536,938 7,430,365

固定資産   

有形固定資産 268,416 244,209

無形固定資産 55,121 93,678

投資その他の資産 263,993 257,349

固定資産合計 587,532 595,237

資産合計 8,124,470 8,025,603

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 770,412 1,381,792

未払金 558,027 846,770

未払費用 643,844 362,845

未払法人税等 465,206 376,910

預り金 15,539 7,092

賞与引当金 153,585 146,207

その他 1,406 9,053

流動負債合計 2,608,022 3,130,671

固定負債   

退職給付引当金 19,639 59,875

受入保証金 17,182 17,473

固定負債合計 36,822 77,348

負債合計 2,644,845 3,208,020
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,491,350 1,491,350

資本剰余金 1,749,600 1,749,600

利益剰余金 2,242,535 1,583,736

自己株式 △6,451 △6,422

株主資本合計 5,477,034 4,818,263

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,590 △680

評価・換算差額等合計 2,590 △680

純資産合計 5,479,624 4,817,582

負債純資産合計 8,124,470 8,025,603
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,706,163

売上原価 4,187,410

売上総利益 4,518,752

販売費及び一般管理費 2,830,197

営業利益 1,688,555

営業外収益  

受取利息 6,465

受取賃貸料 11,588

受取手数料 12,322

受取補償金 9,061

その他 1,645

営業外収益合計 41,082

営業外費用  

売上割引 43,606

為替差損 5,699

営業外費用合計 49,305

経常利益 1,680,332

特別利益  

貸倒引当金戻入額 91

特別利益合計 91

特別損失  

特別退職金 61,887

固定資産除却損 203

特別損失合計 62,091

税引前四半期純利益 1,618,333

法人税等 706,992

四半期純利益 911,340
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,140,445

売上原価 1,405,836

売上総利益 1,734,609

販売費及び一般管理費 987,068

営業利益 747,540

営業外収益  

受取利息 2,531

為替差益 5,590

受取賃貸料 3,862

受取手数料 3,645

受取補償金 2,727

その他 270

営業外収益合計 18,627

営業外費用  

売上割引 18,040

その他 67

営業外費用合計 18,107

経常利益 748,060

特別損失  

特別退職金 14,492

特別損失合計 14,492

税引前四半期純利益 733,567

法人税等 311,777

四半期純利益 421,790
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,618,333

減価償却費 100,071

貸倒引当金の増減額（△は減少） △167

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,378

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,235

受取利息及び受取配当金 △6,905

支払利息及び売上割引 43,606

固定資産除却損 203

売上債権の増減額（△は増加） 1,307,385

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,350

その他の資産の増減額（△は増加） 314,414

仕入債務の増減額（△は減少） △611,379

未払金の増減額（△は減少） △295,695

その他の負債の増減額（△は減少） 289,233

小計 2,748,594

利息及び配当金の受取額 3,544

利息及び売上割引の支払額 △49,893

法人税等の支払額 △620,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,082,112

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付けによる支出 △2,000,000

貸付金の回収による収入 500,000

定期預金の預入による支出 △300

定期預金の払戻による収入 507

有形固定資産の取得による支出 △82,258

投資有価証券の取得による支出 △1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,583,200

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △249,248

自己株式の取得による支出 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △249,277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 249,634

現金及び現金同等物の期首残高 2,735,472

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,985,107
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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) 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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前年同四半期に係る連結財務諸表等 

  

前年同四半期累計期間の(要約）四半期損益計算書、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書は開示

しておりませんので、（要約）前年同第３四半期連結損益計算書、（要約）前年同第３四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書を参考に記載いたします。 

  

  

（1）（要約）四半期連結損益計算書  

                       （単位：千円 ％）  

 
  

「参考資料」   

科  目

前年同第３四半期

(自平成20年１月１日

至平成20年９月30日)

金額 百分比

Ⅰ 売上高 8,947,211 100.0

Ⅱ 売上原価 5,330,009 59.6

   売上総利益 3,617,202 40.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,088,787 34.5

   営業利益 528,414 5.9

Ⅳ 営業外収益 58,473 0.6

Ⅴ 営業外費用 27,871 0.3

   経常利益 559,016 6.2

Ⅵ 特別利益 2,003 0.0

Ⅶ 特別損失 893 0.0

   税金等調整前四半期純利益 560,126 6.2

   税金費用 252,538 2.8

   四半期純利益 307,587 3.4
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（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書  

                            （単位：千円）     

 
  

  

  

前年同第３四半期

 (自平成20年１月１日   

至平成20年９月30日)

区分 金額

Ⅰ 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 560,126

   減価償却費 102,376

   貸倒引当金の増加額 427

   賞与引当金の増加額 4,202

   受取利息及び受取配当金 △11,279

   支払利息及び売上割引 26,766

   固定資産売却益 △2,003

   固定資産除却損 893

   売上債権の減少額 1,256,998

   たな卸資産の減少額 46,988

   その他資産の減少額 224,110

   仕入債務の減少額 △376,081

   未払金の減少額 △178,091

    その他負債の減少額 △55,469

小計 1,599,964

   利息・配当の受取額 11,279

   利息及び売上割引の支払額 △32,791

    法人税等の支払額・還付額 △418,671

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,159,780

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金預入による支出 △348

   有形固定資産の取得による支出 △27,696

   有形固定資産の売却による収入 10,933

   無形固定資産の取得による支出 △1,644

   投資有価証券の取得による支出 △1,206

    関係会社の清算による収入 449

  投資活動によるキャッシュ・フロー △19,513

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △248,662

   短期借入れによる収入 75,000

    短期借入金の返済による支出 △75,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー △248,662

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 891,604

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,860,166

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期残高 2,751,771
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