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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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 ％

23年３月期第３四半期 39,846 6.6 657 △28.7 757 △23.5 288 △31.2

22年３月期第３四半期 37,371 △22.2 922 15.9 990 20.6 419 30.1

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

23年３月期第３四半期 47.56 ─

22年３月期第３四半期 69.17 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第３四半期 34,821 11,986 34.0 1,947.94

22年３月期 34,264 11,884 34.2 1,931.94

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 11,823百万円 22年３月期 11,726百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 15.00 ─ 17.00 32.00

23年３月期 ─ 15.00 ─

23年３月期(予想) 15.00 30.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 55,465 8.5 1,220 △8.4 1,284 △11.8 642 4.9 105.90



  

 

 
 (注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

・本資料に記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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 －社 ( － )、除外 －社 ( － )

 (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

 (注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 6,100,503株 22年３月期 6,100,503株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 30,669株 22年３月期 30,669株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 6,069,834株 22年３月期３Ｑ 6,069,834株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による経済政策などを背景に企業収益が改善す

るなど、一部で回復の兆しが見られたものの、雇用情勢は依然として厳しく、円高進行への懸念等もあ
り、景気は先行き不透明な状況で推移しました。また、当社グループが営業基盤を置く南九州において
も、個人消費の本格的な回復には至らず、依然として厳しい経営環境が続いております。 
 このような状況の中で当社グループは、販売力の強化を目的に、更なる成長が見込める分野への事業構
造の転換を推し進めるとともに、グループ全体における経営の効率化とリスク管理の強化に努めました。
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は398億46百万円（前年同四半期比6.6％増）、経常利
益は７億57百万円（前年同四半期比23.5％減）、四半期純利益は２億88百万円（前年同四半期比31.2％
減）となりました。 
  
セグメントの業績は、次のとおりであります。 
１ エネルギー 
 「エネルギー」セグメントにつきましては、７月にあいらインター入口ＳＳを拡張し、セルフＳＳを併
設するとともに、１２月にはセルフ２４国分ＳＳを車検・点検・整備等が行える「Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅセル
フ国分店」としてリニューアルするなど、サービス体制の強化を図りました。 
 一方で、総合的なホームエネルギー事業としての確立に向けて、太陽光発電や燃料電池などの新エネル
ギー機器の販売に加えて、新たにパナソニックの住宅リフォーム専門店として「リファインショップミス
ミ」を７月にオープンするなど、事業構造の転換を推し進めました。また、１０月からは「ミスミガス」
の小売店舗におけるＬＰガスや住宅設備機器の販売において、新たにＴポイントサービスを開始し、他社
との差別化を図ることで、新規顧客の開拓に努めております。 
 以上の結果、売上高は301億63百万円（前年同四半期比6.9％増）となり、営業利益は６億８百万円（前
年同四半期比37.2％減）を計上致しました。 
  
２ フード＆ビバレッジ 
 「フード＆ビバレッジ」セグメントにつきましては、外食部門において、販売の拡大を目的として、鹿
児島市内で３店舗目となる「ピザハット東谷山店」を６月にオープンするとともに、ＫＦＣイオン都城
店、ＫＦＣ花ケ島店、ＫＦＣ国分店を改装するなど、集客力の向上を図りました。一方で収益基盤の強化
を目的として、採算の悪化していたＫＦＣジャスコ菊陽店を８月に閉鎖するとともに、９月に閉鎖したピ
エトロ・バルコーネ伊敷ニュータウン店を新規業態の「石窯パン工房Ｐａｒａｓｓｏ（パラッソ）伊敷ニ
ュータウン店」にリニューアルし、１２月にオープン致しました。 
 また、ミネラルウォーター部門においては、製品コストの削減を推し進めるとともに、安定した収益を
確保するために、引き続き宅配部門の強化を図る一方で、１０月から「高牧の森の水」の販売において
も、Ｔポイントサービスを新たに導入するなど、更なるサービスの向上に努めております。 
 以上の結果、売上高は43億32百万円（前年同四半期比7.7％増）となり、営業利益は５億35百万円（前
年同四半期比13.0％増）を計上致しました。 
  
３ ライフスタイル 
 「ライフスタイル」セグメントにつきましては、カルチャー部門において、お客様の様々なニーズにお
応えするために、従来のポイントカードから「Ｔカード」へ移行し、Ｔポイントサービスによる付加価値
と利便性の向上を図るとともに、４月より外商課を設置し、教科書等の販売を強化し営業基盤の拡大を図
りました。 
 また、自動車部門においては、タイヤ販売の拡大を目的として、タイヤの試走会等を積極的に実施する
とともに、６月には鹿児島北営業所を新設し、サービス体制の強化を図りました。 
 以上の結果、売上高は53億50百万円（前年同四半期比4.5％増）となり、営業利益は１億89百万円（前
年同四半期比62.9％増）を計上致しました。 

  
(注) 第１四半期連結会計期間からセグメント情報の区分を変更したため、前年同期比較に当たっては前第

３四半期連結累計期間分を変更後の区分に組替えて行っております。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結累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３億16百万円減少し、29億37百万円（前年同四半期末比4.9％減）となりました。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、９億79百万円となりました。これ
は主に、法人税等の支払い７億15百万円、売上債権の増加５億27百万円及びたな卸資産の増加３億47百万
円等資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益６億32百万円、減価償却費６億３百万円及び
仕入債務の増加５億65百万円等資金の増加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）  
 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少額は、６億51百万円（前年同四半期比
111.2％増）となりました。これは主に、固定資産の取得６億53百万円によるものであります。 
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少額は、６億43百万円（前年同四半期比
18.5％減）となりました。これは主に、借入金の返済４億36百万円及び配当金の支払い１億94百万円によ
るものであります。 

  

  
連結業績予想は、平成22年５月13日発表から変更はありません。 

  

  

  
該当事項はありません。 

  

  
記載すべき事項はありません。 

  

1. 会計処理の原則・手続の変更 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。  

 これにより、売上総利益384千円、営業利益3,371千円、経常利益3,399千円及び税金等調整前四

半期純利益84,646千円それぞれ減少しております。 
  

2. 表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第

３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

(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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,539,639 3,850,243

受取手形及び売掛金 5,267,998 4,744,191

有価証券 3,718 3,717

商品及び製品 2,486,506 2,289,068

その他 909,253 687,725

貸倒引当金 △293,081 △116,694

流動資産合計 11,914,034 11,458,252

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,705,563 4,806,895

土地 11,776,541 11,572,335

その他（純額） 1,092,664 1,105,411

有形固定資産合計 17,574,769 17,484,641

無形固定資産 166,563 185,343

投資その他の資産

その他 5,444,311 5,414,863

貸倒引当金 △277,985 △278,803

投資その他の資産合計 5,166,326 5,136,060

固定資産合計 22,907,660 22,806,045

資産合計 34,821,694 34,264,298

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,751,391 1,176,232

短期借入金 9,910,000 9,020,000

1年内返済予定の長期借入金 2,043,662 2,431,882

未払法人税等 88,106 441,235

賞与引当金 202,259 304,100

ポイント引当金 7,912 18,294

その他 2,035,063 1,532,991

流動負債合計 16,038,397 14,924,735

固定負債

長期借入金 5,171,170 6,109,702

退職給付引当金 43,286 4,770

役員退職慰労引当金 680,400 567,300

その他 901,625 773,501

固定負債合計 6,796,481 7,455,273

負債合計 22,834,879 22,380,009
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,690,899 1,690,899

資本剰余金 1,646,341 1,646,341

利益剰余金 8,475,972 8,381,526

自己株式 △43,403 △43,403

株主資本合計 11,769,809 11,675,363

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 53,881 51,190

評価・換算差額等合計 53,881 51,190

少数株主持分 163,124 157,734

純資産合計 11,986,815 11,884,289

負債純資産合計 34,821,694 34,264,298

（株）Ｍｉｓｕｍｉ（7441）　平成23年3月期　第3四半期決算短信

5



(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 37,371,882 39,846,963

売上原価 28,767,993 31,105,050

売上総利益 8,603,889 8,741,913

販売費及び一般管理費 7,681,384 8,084,457

営業利益 922,505 657,455

営業外収益

受取利息 39,873 19,684

受取配当金 22,495 27,355

受取賃貸料 113,149 117,114

その他 156,519 159,806

営業外収益合計 332,038 323,961

営業外費用

支払利息 184,687 154,940

賃貸費用 65,416 53,428

その他 14,197 15,898

営業外費用合計 264,302 224,267

経常利益 990,242 757,149

特別利益

固定資産売却益 1,248 3,141

受取保険金 － 2,719

収用補償金 10,549 －

特別利益合計 11,797 5,860

特別損失

固定資産売却損 292 123

固定資産除却損 22,319 47,927

減損損失 93,575 －

災害による損失 － 1,818

投資有価証券評価損 9,525 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80,923

特別損失合計 125,711 130,792

税金等調整前四半期純利益 876,328 632,216

法人税、住民税及び事業税 413,431 371,661

法人税等調整額 33,783 △37,016

法人税等合計 447,215 334,644

少数株主損益調整前四半期純利益 － 297,571

少数株主利益 9,249 8,891

四半期純利益 419,863 288,680
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 876,328 632,216

減価償却費 655,261 603,375

減損損失 93,575 －

固定資産除却損 22,319 47,927

投資有価証券評価損益（△は益） 9,525 －

のれん償却額 22,042 23,005

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,984 175,569

賞与引当金の増減額（△は減少） △99,603 △101,840

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 38,515

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 99,000 113,100

ポイント引当金の増減額（△は減少） 5,927 △10,381

受取利息及び受取配当金 △62,369 △47,040

支払利息 184,687 154,940

為替差損益（△は益） 5,984 9,686

固定資産売却損益（△は益） △955 △3,018

受取保険金 － △2,719

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80,923

売上債権の増減額（△は増加） △1,403,987 △527,958

たな卸資産の増減額（△は増加） △335,772 △347,360

仕入債務の増減額（△は減少） 302,839 565,473

その他 367,015 383,159

小計 777,801 1,787,576

利息及び配当金の受取額 58,024 49,588

利息の支払額 △173,122 △145,085

保険金の受取額 － 2,719

法人税等の支払額 △779,398 △715,764

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,694 979,034

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 △17,544 △17,564

定期預金の払戻による収入 18,104 12,139

有価証券の取得による支出 △3,713 △3,717

有価証券の償還による収入 3,707 3,713

固定資産の取得による支出 △405,172 △653,288

固定資産の売却による収入 2,907 7,729

投資有価証券の取得による支出 △19,712 △18,992

投資有価証券の売却による収入 500 －

子会社株式の取得による支出 △270 △2,320

差入保証金の差入による支出 △32,363 △7,823

差入保証金の回収による収入 66,442 12,748

貸付けによる支出 △118,736 △19,600

貸付金の回収による収入 146,579 22,680

その他 50,760 12,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △308,511 △651,472
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,605,000 2,700,000

短期借入金の返済による支出 △1,300,000 △1,810,000

リース債務の返済による支出 △5,629 △9,464

長期借入れによる収入 1,100,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △2,054,972 △1,926,752

少数株主からの払込みによる収入 36,234 －

自己株式の取得による支出 △14 －

配当金の支払額 △169,014 △194,127

少数株主への配当金の支払額 △1,050 △3,245

財務活動によるキャッシュ・フロー △789,446 △643,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,214,652 △316,028

現金及び現金同等物の期首残高 4,302,544 3,253,136

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,087,891 2,937,108
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 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

   
 (注)  事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称 

事業区分は、商品の類似性及び販売経路の共通性を考慮して区分しております。各区分に属する主要な商品

は、次のとおりであります。 

 石油関連商品販売事業………ガソリン、軽油、灯油、重油、潤滑油 

 ガス関連商品販売事業………ＬＰガス、厨房機器、冷暖房用機器、住宅設備機器 

 外食事業………………………ケンタッキーフライドチキン、ピエトロ・バルコーネ 

 書籍・ＣＤ販売等事業………書籍、ＣＤ、テレビゲーム、パソコン、携帯電話 

 建設関連事業…………………住宅、土地、冷暖房用機器、住宅設備機器 

 自動車関連商品販売事業……新車、中古車、整備、車検、タイヤ 

 その他の事業…………………ミネラルウォーター 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報

は作成しておりません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高はありません。 

  

(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 

関連商品 

販売事業 

(千円)

ガス 

関連商品 

販売事業 

(千円)

外食事業 

(千円)

書籍・ 

ＣＤ販売等 

事業 

(千円)

建設関連 

事業 

(千円)

自動車 

関連商品 

販売事業 

(千円)

その他の 

事業 

(千円)

計 

(千円)

消去 

又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

  売上高

  (1) 外部顧客に 

    対する売上高
21,955,367 6,271,836 3,752,651 3,390,072 657,315 1,073,754 270,885 37,371,882 ― 37,371,882

  (2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
44,633 57,464 ― 1,972 137,560 54,724 22,320 318,675 (318,675) ―

計 22,000,001 6,329,300 3,752,651 3,392,045 794,875 1,128,479 293,205 37,690,558 (318,675) 37,371,882

  営業利益又は 

  営業損失(△)
334,480 634,963 487,717 142,469 △77,901 49,790 △13,572 1,557,946 (635,440) 922,505

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社の事業は、事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「エネルギ

ー」、「フード＆ビバレッジ」及び「ライフスタイル」の３つを報告セグメントとしております。 

 「エネルギー」は、主に石油・ガス関連商品の販売を行っております。「フード＆ビバレッジ」は、ケ

ンタッキーフライドチキンの販売、水の製造販売等を行っております。「ライフスタイル」は、書籍、自

動車、タイヤ及び住宅等の販売、複合商業施設の運営等を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １  セグメント利益の調整額△676,517千円には、セグメント間取引消去4,805千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△681,323千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２

エネルギー
フード＆
ビバレッジ

ライフ
スタイル

計

売上高

  外部顧客への売上高 30,163,877 4,332,288 5,350,797 39,846,963 ― 39,846,963

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

46,585 17,701 160,865 225,152 △225,152 ―

計 30,210,462 4,349,990 5,511,662 40,072,116 △225,152 39,846,963

セグメント利益 608,455 535,581 189,936 1,333,973 △676,517 657,455

(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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