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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 384,877 △24.0 2,200 △58.7 2,129 △63.2 12 △99.6

21年3月期第2四半期 506,699 ― 5,330 ― 5,780 ― 2,926 ―

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2四半期 0.16 ―

21年3月期第2四半期 38.76 ―

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2四半期 193,347 52,283 26.6 685.12
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2四半期  51,490百万円 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

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

21年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00

22年3月期 ― 5.50

22年3月期 
（予想）

― 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 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、５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、４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2四半期 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2四半期  906,204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2四半期 75,156,771株 21年3月期第2四半期 75,504,479株

三愛石油㈱　(8097)　平成22年３月期　第２四半期決算短信

2



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加など景気に持ち直しの兆しがみられたものの、設

備投資の減少や雇用情勢の悪化が続くなど依然として厳しい状況にあった。 

エネルギー業界においては、景気後退による節約志向の高まりなどから需要が減少し、当社グル－プを取り巻く

経営環境も一段と厳しさを増してきた。 

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るとともに、利幅の確保など収益向

上に努めた。 

しかしながら、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、石油製品価格の下落などにより、

前年同期比24.0％減の3,848億77百万円となった。また、利幅の圧縮などにより、営業利益は前年同期比58.7％減の

22億円、経常利益は前年同期比63.2％減の21億29百万円となり、四半期純利益については、固定資産除却損および

減損損失等の計上などもあり、前年同期比99.6％減の12百万円となった。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。 

（１）石油関連事業 

＜石油製品販売業＞ 

石油業界においては、景気低迷などの影響を受けて、産業用燃料を中心に需要が減少した。 

こうした中で、当社グループは、ＳＳの新設など積極的に営業活動を展開するとともに、ネットワークの見

直しによる販売網の整備を図った。 

当社においては、2009年のＳＳ経営戦略“共走共汗”による生涯顧客化を目指したリテールサポートを実施

し、人材育成を目指した新設研修コースや収益に直結する実践的な「接客サービスコンテスト」を開催するな

どＳＳスタッフの接客力向上を図った。 

産業用に対しては、新規需要家の獲得や工業用潤滑油の拡販に努めた。 

  

＜化学品製造販売業＞ 

化学品販売業界においては、景気後退による製造業の在庫調整、工場稼動率の低下などの影響を受け、製品

需要が低迷した。 

こうした中で、当社グループは、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、クリーニング溶剤などの工業薬品

および粘接着剤（タッキファイヤー）の積極的な販売により新規需要の開拓に努めた。また、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開発・改良に努めた。 

  

以上により、石油関連事業における商品売上高は前年同期比23.7％減の 億42百万円となり、営業利益は

前年同期比58.3％減の20億18百万円となった。 

  

（２）ガス関連事業 

＜ＬＰガス販売業＞ 

ＬＰガス業界においては、家庭・業務用の需要が節約志向などの影響で減少し、工業用も減少した。 

こうしたなかで、当社グループは、「お客様の声が《見えますか》」をスローガンに、「安心」「信頼」

「環境」を行動のキーワードとした取組みを提案した。 

提案営業力を強化する「達人道場」の充実や、生活提案活動である料理教室「オブリクッキングサポート」

の開催、また保安面における「安心点検サービス」や「一日保安ドック」の実施など、信頼獲得と安心提供に

よる接点活動の推進に努めた。 

  

＜天然ガス販売業＞ 

当社は、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、関東・関西地区において積極的な

営業活動をおこない、新規顧客の獲得に努めた。 

佐賀ガス株式会社においては、お客さまへの都市ガスの安定供給と保安の確保に努めた。 

  

以上により、ガス関連事業における商品売上高は前年同期比32.6％減の196億５百万円となり、営業利益は前

年同期比20.5％増の５億91百万円となった。 

  

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

3,593
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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、飛行経路の見直しに加え、航空機の小型化、低燃費化および発着回数の減少により、

燃料搭載数量が前年を下回ることとなった。 

こうしたなかで、当社グループは、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大幅に減少し

たことにより、売上高が前年を下回った。また、同社の建設工事業においては、大型工事が進捗したことによ

り、売上高が前年を上回った。 

  

以上により、航空関連事業他における商品売上高は前年同期比6.5％減の59億28百万円となり、営業利益は前

年同期比35.0％減の６億37百万円となった。 

  

（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、受取手形及び売掛金の減少などにより前連結会計年度末

に比べ41億53百万円減少し、1,933億47百万円となった。 

負債合計は、支払手形及び買掛金の減少や法人税の支払いなどにより前連結会計年度末に比べ42億18百万円

減少し、1,410億63百万円となった。 

純資産合計は、期末配当の実施などにより株主資本が減少したものの、有価証券評価差額金などの評価・換

算差額等が増加したことにより前連結会計年度末に比べ64百万円増加し、522億83百万円となった。 

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26.6％となった。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会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、前連結会計年度末

に比べ23億84百万円減少し295億90百万円となった。 

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43億23百万円となった。これは主に、売上債権の減少および減価償却費の

計上によるものである。なお、獲得した資金は前年同期比２億63百万円増加している。 

（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57億61百万円となった。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32億12百万円増加している。 

（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９億46百万円となった。これは主に、期末配当の実施および社債の償還に

よるものである。なお、前年同期は48億80百万円の資金の獲得である。 

  

  

平成22年３月期の通期の連結業績予想については、景気の先行きや原油価格の動向など不透明なことから、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。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 29,700 32,053

受取手形及び売掛金 51,752 58,181

有価証券 189 219

商品及び製品 7,198 5,095

仕掛品 666 240

原材料及び貯蔵品 115 105

その他 1,945 1,835

貸倒引当金 △95 △169

流動資産合計 91,472 97,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 58,343 58,040

減価償却累計額 △34,131 △33,971

建物及び構築物（純額） 24,211 24,068

機械装置及び運搬具 28,611 28,819

減価償却累計額 △21,146 △20,876

機械装置及び運搬具（純額） 7,464 7,942

土地 26,941 27,244

その他 9,411 7,395

減価償却累計額 △2,924 △2,814

その他（純額） 6,486 4,580

有形固定資産合計 65,105 63,837

無形固定資産   

のれん 8,498 8,849

その他 1,884 1,751

無形固定資産合計 10,383 10,600

投資その他の資産   

投資有価証券 18,724 17,277

その他 8,205 8,590

貸倒引当金 △697 △673

投資その他の資産合計 26,233 25,195

固定資産合計 101,721 99,633

繰延資産   

開発費 152 305

繰延資産合計 152 305

資産合計 193,347 197,500
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 53,981 55,013

短期借入金 7,919 9,611

1年内返済予定の長期借入金 6,236 5,809

1年内償還予定の社債 8,050 7,400

未払法人税等 657 2,861

賞与引当金 1,626 1,727

役員賞与引当金 43 84

工事損失引当金 13 －

その他 9,011 9,183

流動負債合計 87,539 91,690

固定負債   

社債 13,700 14,550

長期借入金 21,683 20,632

退職給付引当金 4,285 4,300

役員退職慰労引当金 456 503

特別修繕引当金 394 380

訴訟損失引当金 290 290

環境対策引当金 349 349

その他 12,364 12,584

固定負債合計 53,524 53,591

負債合計 141,063 145,281

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 35,642 36,276

自己株式 △312 △311

株主資本合計 53,126 53,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,085 △1,549

繰延ヘッジ損益 4 3

土地再評価差額金 △554 △759

評価・換算差額等合計 △1,635 △2,305

少数株主持分 792 763

純資産合計 52,283 52,218

負債純資産合計 193,347 197,500
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

商品売上高 505,682 384,029

完成工事高 1,016 847

売上高合計 506,699 384,877

売上原価   

商品売上原価 479,246 359,445

完成工事原価 832 756

売上原価合計 480,079 360,202

売上総利益 26,619 24,675

販売費及び一般管理費 21,289 22,474

営業利益 5,330 2,200

営業外収益   

受取利息 378 363

受取配当金 213 176

投資有価証券売却益 332 －

その他 396 285

営業外収益合計 1,321 824

営業外費用   

支払利息 631 654

その他 239 240

営業外費用合計 870 895

経常利益 5,780 2,129

特別利益   

固定資産売却益 61 12

貸倒引当金戻入額 84 42

その他 12 －

特別利益合計 157 55

特別損失   

固定資産除売却損 255 605

減損損失 97 292

環境対策費 － 96

投資有価証券評価損 3 44

関係会社株式売却損 － 4

損害賠償金 61 －

特別損失合計 419 1,043

税金等調整前四半期純利益 5,519 1,141

法人税、住民税及び事業税 2,684 908

法人税等調整額 △85 196

法人税等合計 2,599 1,104

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7 25

四半期純利益 2,926 12
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

商品売上高 295,655 202,042

完成工事高 770 226

売上高合計 296,425 202,269

売上原価   

商品売上原価 282,435 189,853

完成工事原価 661 209

売上原価合計 283,097 190,063

売上総利益 13,328 12,205

販売費及び一般管理費 11,641 11,168

営業利益 1,687 1,037

営業外収益   

受取利息 260 186

受取配当金 44 35

投資有価証券売却益 265 －

その他 235 174

営業外収益合計 805 396

営業外費用   

支払利息 365 339

その他 164 176

営業外費用合計 529 515

経常利益 1,963 917

特別利益   

固定資産売却益 61 0

貸倒引当金戻入額 91 27

特別利益合計 152 28

特別損失   

固定資産除売却損 126 450

減損損失 97 292

投資有価証券評価損 3 44

環境対策費 － 38

損害賠償金 61 －

特別損失合計 289 826

税金等調整前四半期純利益 1,826 119

法人税、住民税及び事業税 1,316 595

法人税等調整額 △367 △169

法人税等合計 949 426

少数株主利益 0 10

四半期純利益又は四半期純損失（△） 876 △317
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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   

税金等調整前四半期純利益 5,519 1,141

減価償却費 2,465 2,664

のれん償却額 555 566

貸倒引当金の増減額（△は減少） △223 △52

工事損失引当金の増減額（△は減少） △36 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 178 △98

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △39 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7 △15

受取利息及び受取配当金 △592 △539

支払利息 631 654

有形固定資産売却益 △61 －

有形固定資産除却損及び売却損 160 －

有形固定資産除売却損益（△は益） － 426

減損損失 97 292

投資有価証券売却損益（△は益） △332 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3 44

売上債権の増減額（△は増加） 1,644 6,451

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,116 △2,519

その他の流動資産の増減額（△は増加） △563 △443

仕入債務の増減額（△は減少） △485 △1,146

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16 138

その他 875 2

小計 6,657 7,539

利息及び配当金の受取額 585 532

利息の支払額 △636 △669

法人税等の支払額 △2,545 △3,078

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,060 4,323

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 △1,125 △667

投資有価証券の売却による収入 646 0

有形固定資産の取得による支出 △2,021 △4,304

有形固定資産の売却による収入 194 134

無形固定資産の取得による支出 △714 △426

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△535 △79

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

関係会社株式の取得による支出 △117 △22

その他 1,123 △394

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,549 △5,761
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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） △8,201 △1,692

長期借入れによる収入 5,350 4,580

長期借入金の返済による支出 △1,799 △3,102

社債の発行による収入 9,911 －

社債の償還による支出 － △200

自己株式の取得による支出 △2 △1

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 － △60

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,880 △946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,391 △2,384

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 24,003 29,590
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 該当事項なし。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（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  278,784  13,855  3,785  296,425  －  296,425

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 674  56  144  875  △875  －

計  279,458  13,912  3,929  297,300  △875  296,425

営業利益  1,645  50  458  2,154  △467  1,687

  
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  189,849  9,583  2,837  202,269  －  202,269

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 228  4  170  403  △403  －

計  190,077  9,587  3,007  202,672  △403  202,269

営業利益  1,139  32  371  1,543  △506  1,037
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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前第２四半期連結累計期間10億68

百万円および当第２四半期連結累計期間11億81百万円であり、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。 

４．四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 

 （前第２四半期連結累計期間）  

「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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より工事契約に関する会計基準を適用している。 

この結果、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上高が「航空関連事業他」で５億71百

万円増加し、営業利益が59百万円増加している。 

（当第２四半期連結累計期間） 

該当事項なし。  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連結会

計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）ならびに前第２四半期連結累計期間（自 平成20年

４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年

９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。 

  

  
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  471,249  29,105  6,343  506,699  －  506,699

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,048  62  428  1,539  △1,539  －

計  472,298  29,168  6,772  508,239  △1,539  506,699

営業利益  4,840  490  981  6,312  △982  5,330

  
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  359,342  19,605  5,928  384,877  －  384,877

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 466  7  222  697  △697  －

計  359,809  19,613  6,151  385,574  △697  384,877

営業利益  2,018  591  637  3,246  △1,046  2,200

 事業区分 主要製品又は事業内容

 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〕

三愛石油㈱　(8097)　平成22年３月期　第２四半期決算短信

13



前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連結会

計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）ならびに前第２四半期連結累計期間（自 平成20年

４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年

９月30日）において、海外売上高がないため該当事項はない。 

   

 該当事項なし。 

  

〔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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