
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ミツウロコ 上場取引所 東 

コード番号 8131 URL http://www.mitsuuroko.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 田島 晃平

問合せ先責任者 （役職名） 人事総務部長 （氏名） 鯉渕 直紀 TEL 03-3258-6311
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

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 57,509 △22.9 974 △7.0 979 △13.1 361 13.3
21年3月期第2四半期 74,556 ― 1,048 ― 1,127 ― 318 ―

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 5.37 ―

21年3月期第2四半期 4.77 ―

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 109,226 61,533 56.2 913.84
21年3月期 110,849 61,328 55.2 910.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  61,423百万円 21年3月期  61,222百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 13.00 13.00

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  
(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下さい。 

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 155,000 0.4 3,500 △0.2 3,500 0.1 1,800 △5.7 26.87
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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．その他をご覧下さい。 

(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） 

(注)詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

平成21年5月13日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの
であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、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下さい。 

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 68,137,308株 21年3月期  68,137,308株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  922,463株 21年3月期  921,827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 67,215,046株 21年3月期第2四半期 66,776,666株
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第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢は、世界経済が停滞す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。 

当社グループの主力事業であるエネルギー事業を取り巻く環境は、当社グループ主力商品であるLPガスの輸入価

格となるCP（Contract Price＝輸入通告価格）が4月以降1トンあたり400～600ドル付近を推移しており、需給余剰

感もあることから今後下落することが期待されておりますが、現状では高水準でのコスト推移や、小売市場におけ

る同業者や他エネルギー事業者との顧客獲得競争の激化により、依然として利益確保が非常に困難な状況にありま

す。 

こうした状況下、当社グループでは営業拠点の見直しや物流合理化策の推進等、事業効率向上施策を継続的に推

進し、また、石油製品の販路拡大による拡販に努め、新たに開業した商業施設での賃貸収入の増加等もありました

が、アミューズメント事業における営業損失を補うことができませんでした。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は前年同期比22.9％減の575億９百万円、営業利益は前年同期比

7.0％減の９億74百万円、経常利益は前年同期比13.1％減の９億79百万円、四半期純利益につきましては、前年同期

比13.3％増の３億61百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりですが、「ボウリング場や温浴施設等の遊戯娯楽施設の経営」に

ついては、従来「その他事業」に含めておりましたが、事業内容をより明確にするため、当第2四半期連結会計期間

より「アミューズメント事業」のセグメント名称として分離変更いたしました。よって、前年同四半期比較にあた

っては、前第2四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

（エネルギー事業） 

ＬＰガス・石油製品ともに前年同期に比べ販売価格が下落したことから、売上高は前年同期比24.7％減の549億18

百万円、設備費用にあっても販売価格の見直し等を行ったことにより、営業利益は前年同期比7.6％増の９億13百万

円となりました。 

（賃貸事業） 

ＨＡＭＡＢＯＷＬ ＥＡＳ（ハマボール・イアス）の賃貸収入増加により、売上高は前年同期比64.6％増の９億

75百万円、営業利益は前年同期比20.2％増の２億53百万円となりました。 

（風力発電事業） 

風況が良好であったこともあり、発電量増加で売上高は前年同期比5.9％増の４億55百万円となりましたが、連結

子会社の完全子会社化等によるのれん償却費増加や、発電所の修繕費用増加等により営業損失が前年同期比１億６

百万円増加し２億９百万円の営業損失(前年同期は１億２百万円の営業損失)となりました。 

（アミューズメント事業） 

平成21年３月12日にグランドオープンし、営業を再開した横浜市西区の複合アミューズメント施設「ＨＡＭＡＢ

ＯＷＬ ＥＡＳ（ハマボールイアス）」内における温浴施設「ＳＰＡＥＡＳ（スパ・イアス）」、ならびに連結子会

社である株式会社ハマボールが運営するボウリング場「ハマボール」による売上高は５億88百万円、営業利益は営

業開始に伴う費用により２億51百万円の営業損失となりました。 

（その他事業） 

リース売上、飲料水売上ともに減少したことから、売上高は前年同期比6.9％減の５億70百万円となりましたが、

コスト削減に努めた結果、営業利益は前年同期比70.2％増の５億32百万円となりました。 

   

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少５億96百万円、受取手形及び売掛金の減少22億69

百万円、有形固定資産の減少10億36百万円、無形固定資産の減少５億17百万円、投資有価証券の増加22億59百万円

等により、前連結会計年度末と比較して16億23百万円減少の1,092億26百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の減少10億79百万円、未払法人税等の減少５億19百万円、長期借入金の減少３億43

百万円等により、前連結会計年度末と比較して18億28百万円減少の476億93百万円となりました。 

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３億61百万円等による利益剰余金の減少５億円、その

他有価証券評価差額金の増加６億88百万円により、前連結会計年度末と比較して２億５百万円増加の615億33百万

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1.0ポイント増加して56.2％となりました。  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期連結累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、仕入債務の増減等により前年同期比６億25百万円(14.5％)減少し、37億

１百万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による支出の減少及び前年同期の連結子会社の完全

子会社化による関係会社株式の取得による支出等により前年同期比10億39百万円(24.7％)減少し、現金及び現金同

等物を31億75百万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、長期借入金の増加により前年同期比21億67百万円減少し、現金及び現金

同等物を12億53百万円使用する結果となりました。 

（前年同期は９億14百万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６億69百万円減少し139億 

90百万円となりました。 

  

   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。 

   

     該当事項はありません。  

   

   （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。  

   

 該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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 31,425 32,021

受取手形及び売掛金 8,445 10,714

商品及び製品 2,324 2,470

原材料及び貯蔵品 212 224

繰延税金資産 581 617

その他 1,292 1,553

貸倒引当金 △105 △89

流動資産合計 44,175 47,511

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,965 15,630

機械装置及び運搬具（純額） 10,544 11,037

土地 13,054 13,121

建設仮勘定 283 66

その他（純額） 1,280 1,309

有形固定資産合計 40,128 41,164

無形固定資産   

のれん 3,480 3,944

その他 668 721

無形固定資産合計 4,148 4,665

投資その他の資産   

投資有価証券 10,426 8,166

繰延税金資産 870 905

その他 9,526 8,421

貸倒引当金 △248 △225

投資その他の資産合計 20,574 17,268

固定資産合計 64,851 63,099

繰延資産 199 238

資産合計 109,226 110,849
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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 7,365 8,444

短期借入金 7,751 7,609

未払法人税等 625 1,145

引当金 871 928

その他 3,133 3,043

流動負債合計 19,748 21,170

固定負債   

社債 3,000 3,000

長期借入金 15,667 16,010

繰延税金負債 1,873 1,564

退職給付引当金 1,768 1,774

その他の引当金 916 904

負ののれん 17 24

その他 4,700 5,071

固定負債合計 27,944 28,350

負債合計 47,693 49,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,077 7,077

資本剰余金 5,843 5,843

利益剰余金 48,049 48,550

自己株式 △572 △571

株主資本合計 60,399 60,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,326 638

繰延ヘッジ損益 △302 △315

評価・換算差額等合計 1,023 322

少数株主持分 109 105

純資産合計 61,533 61,328

負債純資産合計 109,226 110,849
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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 74,556 57,509

売上原価 62,007 44,437

売上総利益 12,548 13,071

販売費及び一般管理費 11,500 12,096

営業利益 1,048 974

営業外収益   

受取利息 120 86

受取配当金 111 109

その他 231 239

営業外収益合計 463 435

営業外費用   

支払利息 250 277

その他 134 152

営業外費用合計 384 430

経常利益 1,127 979

特別利益   

固定資産売却益 413 41

事業譲渡益 － 393

その他 74 14

特別利益合計 487 448

特別損失   

固定資産除却損 － 177

投資有価証券評価損 293 103

その他 161 0

特別損失合計 455 281

税金等調整前四半期純利益 1,160 1,146

法人税、住民税及び事業税 913 759

法人税等調整額 △9 21

法人税等合計 904 780

少数株主利益又は少数株主損失（△） △62 5

四半期純利益 318 361
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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 1,160 1,146

減価償却費 2,035 2,263

減損損失 56 －

のれん償却額 84 120

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 16

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 38

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） － △53

受取利息及び受取配当金 △232 △196

支払利息 250 277

持分法による投資損益（△は益） － 21

投資有価証券売却損益（△は益） － △10

投資有価証券評価損益（△は益） 293 103

固定資産除売却損益（△は益） △413 136

事業譲渡損益（△は益） － △393

売上債権の増減額（△は増加） 2,366 2,310

たな卸資産の増減額（△は増加） △52 158

仕入債務の増減額（△は減少） △775 △1,086

その他 191 167

小計 4,964 4,987

利息及び配当金の受取額 270 249

利息の支払額 △243 △291

法人税等の支払額 △664 △1,245

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,327 3,701

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △1,276

定期預金の払戻による収入 － 225

有形固定資産の取得による支出 △3,701 △1,030

有形固定資産の売却による収入 673 249

無形固定資産の取得による支出 △810 △341

無形固定資産の売却による収入 421 －

事業譲渡による収入 － 354

投資有価証券の取得による支出 － △1,301

投資有価証券の売却による収入 － 5

関係会社株式の取得による支出 △840 △10

短期貸付金の増減額（△は増加） － △2

長期貸付けによる支出 － △34

長期貸付金の回収による収入 － 15

その他 42 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,214 △3,175
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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） △376 △315

長期借入れによる収入 2,572 1,000

長期借入金の返済による支出 △691 △885

リース債務の返済による支出 － △48

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 △1,001

その他 275 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 914 △1,253

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） 1,026 △728

現金及び現金同等物の期首残高 12,228 14,660

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 58

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,254 13,990
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 該当事項はありません。 

  

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．（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 

（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〕

  
エネルギ
ー事業 
（百万円）

賃貸事業
  

（百万円）

風力発電
事業 
（百万円）

その他事業
  

（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  72,919  592  430  613  74,556  －  74,556

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 131  7  －  831  970  (970)  －

計  73,051  600  430  1,444  75,526  (970)  74,556

  営業利益又は営業損失(△)  848  210  △102  313  1,270  (222)  1,048

  

エネルギ
ー事業 
  
（百万円） 

賃貸事業 
  
  

（百万円）

風力発電
事業 
  
（百万円）

アミュー
ズメント
事業 
（百万円）

その他事業
  
  

（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 
 54,918  975  455  588  570  57,509  －  57,509

（2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 123  101  －  －  572  797  (797)  －

計  55,042  1,077  455  588  1,142  58,307  (797)  57,509

  営業利益又は営

業損失(△) 
 913  253  △209  △251  532  1,239  (264)  974

事 業 区 分 主要商品並びに営業品目

エネルギー 事  業 
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 

賃  貸  事  業 オフィスビル、マンション等不動産の賃貸 

風 力 発 電 事 業 電力会社への売電 

アミューズメント事業 ボウリング場や温浴施設等の遊戯娯楽施設の経営 

そ  の  他  事 業 リース業及び保険代理業並びに飲料水の製造販売 

㈱ミツウロコ（8131）平成22年3月期第２四半期決算短信

10



  

   ２．事業区分の方法の変更 

従来、「ボウリング場や温浴施設等の遊戯娯楽施設の経営」については、「その他事業」に含めておりまし

たが、事業内容をより明確にするため、「その他事業」から分離しセグメントの名称を「アミューズメント事

業」といたしました。 

なお、前第２四半期連結会計期間及び前第２四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、「アミューズメント事業」の「売上高」及び「営業利益又は営業損失(△)」は含まれておりませ

ん。 

  

 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）及び当第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）並びに前第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）及び当第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。 

   

 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）及び当第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）並びに前第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）及び当第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。 

   

 該当事項はありません。 

  

〔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
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