
 

 

                           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 22 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２２年３月期第１四半期（平成２１年４月１日～平成２１年６月３０日） 

 公表日：平成２１年８月１２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)執行役員企画部長　(氏名)高岡　康行 TEL(03)3258-6311

四半期報告書提出予定日 平成21年8月13日
配当支払開始予定日　　－

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）
(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 22年3月期第1四半期 百万円 21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　無
(注)詳細は、4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　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)

①会計基準等の改正に伴う変更 無
②①以外の変更 無
(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。

(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) 22年3月第1四半期期 株 21年3月期 株
②期末自己株式数 22年3月第1四半期期 株 21年3月期 株
③期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22年3月第1四半期期 株 21年3月第1四半期期 株

△ 23.6 3.7362,000 △ 16.8 900 △ 15.4

7.44

％

22年3月期第1四半期

22年3月期第1四半期

21年3月期

     -      -

四半期純利益 1株当たり当期純利益

百万円

－
29,305
37,614

％

△ 22.1
21年3月期第1四半期

22年3月期第1四半期

21年3月期第1四半期

21年3月期

22年3月期
（予想）

百万円百万円％

（基準日） 期末
第１

四半期
第２

四半期
第３  四

半期

68,137,308

     -

26.87

％

△ 5.7

％

営業利益

13.00

百万円

900

総　資　産

3,500 0.13,500 0.2

円

110,849
61,823

     -

代 表 者

1,348 47.7
百万円

1,370

平成22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21年8月12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

913 －

百万円百万円 ％ ％

499 94.6
％

40.2
256 －977 －

純　資　産

3.86 －

108,609

１株当たり純資産
百万円 百万円 ％

自己資本比率

61,222

61,328

１株当たり 潜在株式調整後

円

－

61,931
55.2
56.9

910.85
919.79

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

     -

67,215,176

年間

15.00

1,800

68,137,308

922,201

△ 21.3 250

売 上 高

     - 15.00

155,000 0.4

経常利益 当期純利益

13.00

１株当たり
当期純利益

百万円

921,827

66,556,876

22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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響による景気悪化が鮮明

となり、世界経済が停滞局面に入る中で、企業業績の不振や雇用環境の悪化、個人消費の低迷など依

然として厳しい状況が続いております。 

石油業界は、原油価格は４月から少しずつ上昇しているものの、政府の景気対策等により以前より

消費者の節約意識が薄らいでいるようですが、景気悪化の影響等により厳しい状況は続きました。 

 ＬＰガス業界は、ＬＰガスの輸入価格となるＣＰ（Contract Price＝通告価格）が４月以降 400 ド

ル／トン前後と安定しておりますが、景気悪化の影響により依然として、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、売上高は前年同期比 22.1％減の 293 億５百万円、営業利益は前年同期比 47.7％増の

13 億 48 百万円、経常利益は前年同期比 40.2％増の 13 億 70 百万円、四半期純利益につきましては、

投資有価証券評価損の計上１億 23 百万円があるものの前年同期比 94.6％増の４億 99百万円となりま

した。 

 事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりです。 

 （エネルギー事業） 

 売上高は石油製品・ＬＰガスともに前年同期に比べ販売価格が下落したことにより前年同期比

23.8％減の 280 億 44 百万円、営業利益は販売価格の見直し等により前年同期比 38.3％増の 13 億 67

百万円となりました。 

 （賃貸事業） 

 売上高はハマボールイアスの賃貸売上により前年同期比 65.1％増の４億 88 百万円、営業利益は前

年同期比 20.3％増の１億 32百万円となりました。 

 （風力発電事業） 

 売上高は風況が悪かったため前年同期比 11.6％減の２億 19 百万円、営業利益は風力発電機の修繕

費用の増加等により前年同期比１億12百万円減の１億14百万円の営業損失(前年同期は１百万円の営

業損失)となりました。 

（その他事業） 

 売上高はハマボールイアスの営業開始に伴い前年同期比 114.7％増の５億 52 百万円、営業利益は営

業開始に伴う販売管理費等の増加があるものの前年同期比１億45百万円増の85百万円の営業利益(前

年同期は 60百万円の営業損失)となりました。  
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少 18億 49 百万円、受取手形及び売掛金の

減少 21億９百万円、有形固定資産の減少５億 65 百万円、無形固定資産の減少２億 52百万円、投資有価証

券の増加 25億 80 百万円等により、前連結会計年度末と比較して 22億 40 百万円減少の 1,086 億９百万円

となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の減少 15億 90 百万円、未払法人税等の減少８億 19 百万円、長期借入金の

減少６億 68百万円等により、前連結会計年度末と比較して 28 億 43 百万円減少の 466 億 78 百万円となり

ました。 

純資産は、配当金の支払い 10億９百万円及び四半期純利益４億 99 百万円等による利益剰余金の減少３

億 62 百万円、その他有価証券評価差額金の増加９億 73 百万円により、前連結会計年度末と比較して６億

３百万円増加の 619 億 31 百万円となりました。 

以上により、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して 1.7 ポイント増加して 56.9％となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、前連結会計年度の課税所得の増加による法人

税等の支払いの増加等により前年同期比９億 43 百万円(35.8％)減少し、16億 90 百万円の現金及び現金同

等物を得ました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得の減少、投資有価証券の取得の増加等によ

り前年同期比１億 86 百万円(7.1％)増加し、現金及び現金同等物を 24億 36 百万円使用する結果となり

ました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入の減少により前年同期比 20億 48 百万円

減少し、現金及び現金同等物を 15億 95 百万円使用する結果となりました（前年同期は４億 53 百万円の現

金及び現金同等物を得ました）。 

 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 23億 41 百万円減少

し 123 億 77 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、原油価格及びＬＰガスの仕入価格の動向ならびに市場の動向によっては厳し

い状況も想定されますが、平成２１年５月１３日の決算発表時に公表した数値を修正しておりません。 

    

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） 

     該当事項はありません。  
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（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 

   （簡便な会計処理） 

   ①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して 

算定する方法によっております。 

   ②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 

      法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに 

限定する方法によっております。 

      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、または、 

一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味して利用する方法によっております。 

  

   （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

     該当事項はありません。  

   

（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 

     該当事項はありません。   
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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21年６月30日) 要約連結貸借対照表

(平成21年３月31日)

30,172 32,021
8,605 10,714
2,481 2,470

186 224
408 617

1,675 1,553
△112 △89
43,417 47,511

建物及び構築物（純額） 15,360 15,630
機械装置及び運搬具（純額） 10,816 11,037
土地 13,131 13,121
建設仮勘定 58 66
その他（純額） 1,231 1,309
有形固定資産合計 40,599 41,164

のれん 3,721 3,944
その他 692 721
無形固定資産合計 4,413 4,665

投資有価証券 10,747 8,166
繰延税金資産 882 905
その他 8,573 8,421
貸倒引当金 △243 △225
投資その他の資産合計 19,960 17,268

64,973 63,099

218 238
108,609 110,849

（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

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

無形固定資産

有形固定資産

投資その他の資産

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21年６月30日) 要約連結貸借対照表

(平成21年３月31日)

支払手形及び買掛金 6,853 8,444

短期借入金 7,686 7,609

未払法人税等 326 1,145

引当金 502 928

その他 3,203 3,043

流動負債合計 18,572 21,170

社債 3,000 3,000

長期借入金 15,341 16,010

繰延税金負債 1,953 1,564

退職給付引当金 1,795 1,774

その他の引当金 921 904

負ののれん 19 24

その他 5,073 5,071

固定負債合計 28,105 28,350

46,678 49,521

資本金 7,077 7,077

資本剰余金 5,843 5,843

利益剰余金 48,188 48,550

自己株式 △571 △571

株主資本合計 60,538 60,900

その他有価証券評価差額金 1,611 638

繰延ヘッジ損益 △326 △315

評価・換算差額等合計 1,285 322

107 105

61,931 61,328

108,609 110,849

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）

前第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 (自　平成21年４月１日

　至　平成20年６月30日) 　至　平成21年６月30日)
37,614 29,305
30,988 22,129
6,626 7,176

5,713 5,827
913 1,348

受取利息 51 44
受取配当金 97 101
その他 91 88
営業外収益合計 239 233

支払利息 122 136
その他 52 75
営業外費用合計 174 211

977 1,370

固定資産売却益 － 1
貸倒引当金戻入額 10 0
その他 5 －

特別利益合計 15 2

固定資産除却損 21 57
投資有価証券評価損 － 123
事業再開発費用 8 －

その他 5 －

特別損失合計 35 181

958 1,191

503 467

120 221
624 688

77 2
256 499四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

少数株主利益

特別損失

税金等調整前四半期純利益

経常利益

特別利益

営業外収益

営業外費用

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

（単位：百万円）

売上高
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第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 (自　平成21年４月１日

　至　平成20年６月30日) 　至　平成21年６月30日)

税金等調整前四半期純利益 958 1,089
減価償却費 956 1,083
のれん償却額 － 58
退職給付引当金の増減額（△は減少） － △6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減 － 21
貸倒引当金の増減額（△は減少） － 40
関係会社事業損失引当金の増減額（△ － △55
受取利息及び受取配当金 △148 △145
支払利息 122 136
持分法による投資損益（△は益） － 10
投資有価証券評価損益（△は益） － 123
固定資産除売却損益（△は益） － 56
売上債権の増減額（△は増加） 1,853 2,151
たな卸資産の増減額（△は増加） △325 26
仕入債務の増減額（△は減少） △205 △1,598
その他 △20 △193
小計 3,191 2,900
利息及び配当金の受取額 187 184
利息の支払額 △87 △125
法人税等の支払額 △656 △1,268
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,634 1,690

定期預金の預入による支出 － △435
定期預金の払戻による収入 － 115
有形固定資産の取得による支出 △2,194 △658
有形固定資産の売却による収入 － 2
無形固定資産の取得による支出 △557 △160
投資有価証券の取得による支出 － △1,300
投資有価証券の売却による収入 － 0
関係会社株式の取得による支出 － △10
長期貸付けによる支出 － △2
長期貸付金の回収による収入 － 6
その他 128 4
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,623 △2,436

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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前第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 (自　平成21年４月１日
至 平成20年６月30日) 　至　平成21年６月30日)

短期借入金の純増減額（△は減少） △265 △170
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 △421
リース債務の返済による支出 － △28
自己株式の取得による支出 － △0
自己株式の売却による収入 － 0
配当金の支払額 △866 △879
その他 164 △95
財務活動によるキャッシュ・フロー 453 △1,595

－ －
464 △2,341

12,228 14,660
－ 58

12,692 12,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
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

（単位：百万円）
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

エネルギー
事業

賃貸事業
風力発電事

業
その他事業 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売　　 上 　　高

(1）外部顧客に対する売上高 36,812 296 248 257 37,614 － 37,614

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

69 4 － 409 483 (483) －

計 36,882 300 248 666 38,098 (483) 37,614

営業利益又は営業損失(△) 988 110 △1 △60 1,036 (123) 913

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）

エネルギー
事業

賃貸事業
風力発電事

業
その他事業 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売　　 上 　　高

(1）外部顧客に対する売上高 28,044 488 219 552 29,305 － 29,305

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

45 50 － 255 351 (351) －

計 28,089 538 219 808 29,656 (351) 29,305

営業利益又は営業損失(△) 1,367 132 △114 85 1,470 (121) 1,348

（注）１．(1）事業区分の方法

当社グループの事業区分の方法は、消費者の用途区分、流通経路等の共通性並びに社内における経営管理区分

に基づき、下記(2）による事業区分としております。

(2）各事業区分の主要商品並びに営業品目

事　業　区　分

エネルギー 事  業

賃　 貸 　事 　業

風 力 発 電 事 業

そ  の  他  事 業

〔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

　該当事項はありません。　 

当社及び連結子会社において、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）及
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）に海外売上高がないため海外売
上高に関するセグメント情報の記載事項はありません。

オフィスビル、マンション等不動産の賃貸

電力会社への売電

ボウリング場や温浴施設等の遊戯娯楽施設の経営、リース業及び保険代
理業並びに飲料水の製造販売（ボウリング場等スポーツ施設ハマボール
は、平成19年１月14日を以って営業を終了し再開発を行い、平成21年３
月12日に「ＨＡＭＡＢＯＷＬ ＥＡＳ（ハマボールイアス）」としてグ
ランドオープンいたしました。従って前第１四半期連結累計期間の「売
上高」及び「営業利益又は営業損失(△)」には、ボウリング場や温浴施
設等の遊戯娯楽施設の経営に係る「売上高」及び「営業利益又は営業損
失(△)」が含まれておりません。）

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）及び当第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）に本邦以外の国また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に関するセグメント情報の記載事項はありません。 

主要商品並びに営業品目

ガソリン、軽油、白灯油、ＬＰガス、煉炭、豆炭等及び燃焼用・厨房用
等の住宅設備機器
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