
 

 

                           平成 21 年 11 月 11 日 
各 位 

                 会 社 名 

     代表者名    代表取締役社長 田 島 晃 平 

(コード番号 8131 東証第 1 部) 
   問合せ先   人 事 総 務 部 長 鯉 渕 直 紀 

           ( T E L  0 3‐ 3 2 5 8‐ 6 3 1 1)  

 

（訂正）「平成 21 年 3 月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成 21 年 10 月 20 日付「不適切な会計処理について」においてお知らせいたしました

とおり、過年度決算を訂正することといたし、今般過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしま

したので、下記のとおりご報告申し上げます。 
なお、訂正箇所が多岐にわたっておりますので、訂正後の全文を添付し、訂正箇所には下線を付

して表示しております。 
 

記 

 
訂正を行う決算短信の概要 
  
 決算期：平成２１年３月期第１四半期（平成２０年４月１日～平成２０年６月３０日） 

 公表日：平成２０年７月３０日 
 

以 上 



（財）財務会計基準機構会員

上場取引所　　東
ＵＲＬ http://www.mitsuuroko.co.jp

(役職名)代表取締役社長　　(氏名)田島　晃平
(役職名)執行役員経理部長　(氏名)原口　稔 TEL(03)3258-6312

四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

１．平成21年３月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日）
(1)連結経営成績(累計)

円 銭 銭

(2)連結財政状態

円 銭

（参考）　自己資本 21年3月期第1四半期 百万円 20年3月期 百万円

２．配当の状況

円 銭 銭 円 銭 円 銭 円 銭

(注)配当予想の当四半期における修正の有無　無

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、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

円 銭

第２四半期累計期間

 　通　　期
(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無　有
(注)詳細は、2ページ「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。

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

新規   社 除外 - 社

(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)

①会計基準等の改正に伴う変更 有
②①以外の変更 無
(注)詳細は、3ページ「定性的情報・財務諸表等」４.その他をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）
①期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月第1四半期期 株 20年3月期 株
②期末自己株式数 21年3月第1四半期期 株 20年3月期 株
③期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月第1四半期期 株 20年3月第1四半期期 株

％

21年3月期第1四半期

21年3月期第1四半期

20年3月期

     -      -

四半期純利益

21年3月期

20年3月期第1四半期

21年3月期第1四半期

20年3月期第1四半期

1株当たり当期純利益

12.131,239

3.86

百万円

期末
第１

四半期
第２

四半期
第３  四

半期

     -      - 13.00

（基準日）

20年3月期

36.0190,000 26.3 4,900

（予想）

68,137,308

     -

45.07

％

980 9.012.1
131.3

％

68,137,308

総　資　産

990 △17.1

円

109,001

営業利益

13.00

60,649

百万円

代 表 者

913 -
百万円

977
百万円

37,614
％

-

平成21年3月期 第1四半期決算短信

経常利益 四半期純利益

（百万円未満切捨て）

（％表示は対前期増減率）

問合せ先責任者

売　上　高

平成20年7月30日
上 場 会 社 名
コ ー ド 番 号

株式会社ミツウロコ
8131

営業利益

658 △ 41.4

百万円百万円 ％ ％

256 -
％

-
324 △ 35.4800 △ 34.8

純　資　産

4.87 4.87

109,584

１株当たり純資産
百万円 百万円 ％

自己資本比率

60,651

60,835

１株当たり 潜在株式調整後

円

-

60,893
55.6
55.3

911.28
911.25

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）

１株当たり配当金

     -

1,580,458

66,556,876

年間

13.00

600
3,0004,800 21.4

百万円

77,500

売 上 高

百万円 ％

28.0 226.8

経常利益 当期純利益

13.00

１株当たり
当期純利益

1,580,458

66,550,973

21年3月期      -      -      - - -
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【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 

 当第 1 四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混

乱により、原油をはじめとする商品市場への投機マネー流入による原材料価格の高騰から個人消費が

伸び悩み、景気の先行き不透明感が強まり、企業経営成績も弱含みでの見通しとなっております。 

 石油業界は、原油価格の高騰が続き、小売価格の上昇による消費者の節約意識により、ガソリン、灯

油等の販売数量が減少する等非常に厳しい状況となりました。 

 ＬＰガス業 界 は、原 油 高 の影 響 や中 国 ・インド等 の旺 盛 な需 要 により、ＬＰガスの輸 入 価 格 となるＣＰ

（Contract Price＝通告価格）は依然高値が続いており、４月以降 800 ドル／トンを下回ることなく、利益

確保が非常に困難な状況であります。小売市場においてもコスト高と同業者間の消費者獲得競争に加

え、電力をはじめとする他エネルギーとの競争も一段と厳しくなり、業界を取巻く環境は厳しい状況で推

移いたしました。 

このような状況下、エネルギー事業の拡大を図るため新規顧客の獲得に努める一方、石油製品及び

ＬＰガスの適正マージン確保に努めてまいりました。 

 以上の結果、売上高は石油製品・ＬＰガスの販売価格上昇により前年同期比 20.4％増の３７６億１４百

万円、営業利益は販売管理費が１億８２百万円増加したものの、販売価格の見直し等による売上総利

益の増加４億３６百万円により前年同期比 38.7％増の９億１３百万円、経常利益は金利上昇により支払

利息が増加したものの、営業利益が増加したことにより前年同期比 22.2％増の９億７７百万円、四半期

純利益は税金費用の増加により前年同期比 20.8％減の２億５６百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期の総資産は、受取手形及び売掛金の減少１８億５３百万円、有形固定資産の増加９億

４２百万円、投資有価証券の増加８億２１百万円等により、前連結会計年度末と比較して５億８２百万円

増加し、１,０９５億８４百万円となりました。 

負債は、長期借入金の増加１３億５２百万円等により、前連結会計年度末と比較して５億２４百万円

増加し、４８６億９１百万円となりました。純資産は、少数株主持分の増加により、前連結会計年度末と比

較して５７百万円増加し６０８億９３百万円となりました。 

  営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前四半期純利益、売上債権及び仕入債務の減少等

により２６億３４百万円となりました。 

投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得により、２６億２３百万円となりました。 

  財務活動の結果得られた資金は、長期借入金による収入が増加したため、４億５３百万円となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して４億６４百万

円増加し１２６億９２百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成 20 年 5 月 13 日発表の連結業績予想について修正を行っておりま

す。詳細につきましては同日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照お願いしま

す。  
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲を伴う特定子会社の異動）該当事項はありま 

せん。 

(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 

法人税等の処理及びその他影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しておりま

す。 

(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 

①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。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

       たな卸資産の評価基準及び評価方法については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企

業会計基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、従来は移動平均法に基づく低価

法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から移動平均法に基づく原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）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、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益が74百万円それぞれ減少しております。 
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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

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る

(平成20年６月30日) 要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

28,778 28,235
12,431 14,284

300 300
4,194 3,854

74 88
348 472

1,692 2,149
△109 △153
47,710 49,232

建物及び構築物（純額） 8,834 8,986
機械装置及び運搬具（純額） 11,374 12,168
土地 13,183 13,103
建設仮勘定 3,780 1,893
その他（純額） 1,118 1,194
有形固定資産合計 38,290 37,348

のれん 3,055 3,118
その他 1,017 915
無形固定資産合計 4,072 4,033

投資有価証券 8,957 8,136
繰延税金資産 556 572
その他 9,925 9,581
貸倒引当金 △227 △221
投資その他の資産合計 19,212 18,069

61,575 59,451

297 317
109,584 109,001

（単位：百万円）

資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

有価証券

商品及び製品

原材料及び貯蔵品

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

流動資産合計

固定資産

有形固定資産

投資その他の資産

無形固定資産

固定資産合計

繰延資産

資産合計
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当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る

(平成20年６月30日) 要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

支払手形及び買掛金 10,148 10,353
1年内償還予定の社債 350 －

短期借入金 7,373 7,569
未払法人税等 487 625
引当金 463 901
その他 3,866 3,853
流動負債合計 22,689 23,304

社債 3,000 3,350
長期借入金 13,851 12,499
繰延税金負債 2,350 2,059
退職給付引当金 1,604 1,593
その他の引当金 981 963
負ののれん 26 11
その他 4,187 4,383
固定負債合計 26,001 24,861

48,691 48,166

資本金 7,077 7,077
資本剰余金 5,822 5,822
利益剰余金 46,987 47,597
自己株式 △983 △983
株主資本合計 58,904 59,514

その他有価証券評価差額金 1,898 1,421
繰延ヘッジ損益 △154 △284
評価・換算差額等合計 1,744 1,137

243 183
60,893 60,835

109,584 109,001

少数株主持分

純資産合計

負債純資産合計

評価・換算差額等

株主資本

負債合計

純資産の部

固定負債

負債の部

流動負債

（単位：百万円）
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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）

当第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)
37,614
30,988
6,626

5,713
913

受取利息 51
受取配当金 97
その他 91
営業外収益合計 239

支払利息 122
その他 52
営業外費用合計 174

977

貸倒引当金戻入額 10
その他 5
特別利益合計 15

固定資産除却損 21
事業再開発費用 8
その他 5
特別損失合計 35

958

503
120
624

77
256

（単位：百万円）

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

営業外費用

経常利益

特別利益

特別損失

少数株主利益

四半期純利益

税金等調整前四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第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)

税金等調整前四半期純利益 958
減価償却費 956
受取利息及び受取配当金 △148
支払利息 122
売上債権の増減額（△は増加） 1,853
たな卸資産の増減額（△は増加） △325
仕入債務の増減額（△は減少） △205
その他 △20
小計 3,191

利息及び配当金の受取額 187
利息の支払額 △87
法人税等の支払額 △656
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,634

有形固定資産の取得による支出 △2,194
無形固定資産の取得による支出 △557
その他 128
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,623

短期借入金の純増減額（△は減少） △265
長期借入れによる収入 1,706
長期借入金の返済による支出 △285
配当金の支払額 △866
その他 164
財務活動によるキャッシュ・フロー 453

－

464

12,228
12,692

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の四半期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）
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