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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 888,583 6.5 12,896 102.6 13,126 96.6 6,462 542.5
22年3月期 833,991 △15.0 6,364 △32.0 6,675 △31.3 1,005 △78.2

（注）包括利益 23年3月期 5,565百万円 （116.6％） 22年3月期 2,569百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 86.38 ― 11.7 6.8 1.5
22年3月期 13.39 ― 1.9 3.4 0.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  0百万円 22年3月期  0百万円

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 191,942 58,484 30.0 769.35
22年3月期 196,826 53,794 26.9 708.33

（参考） 自己資本   23年3月期  57,552百万円 22年3月期  52,991百万円

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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 14,624 2,462 △7,333 33,478
22年3月期 11,656 △11,355 △8,550 23,725

2.  配当の状況 

（注）23年3月期期末配当金の内訳  普通配当 6円50銭  特別配当 2円00銭 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 5.50 ― 5.50 11.00 824 82.2 1.6
23年3月期 ― 5.50 ― 8.50 14.00 1,047 16.2 1.9

24年3月期(予想) ― 6.50 ― 6.50 13.00 19.4

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 450,000 4.6 4,000 △22.9 4,300 △17.7 2,300 1.2 30.75
通期 950,000 6.9 9,000 △30.2 10,000 △23.8 5,000 △22.6 66.84



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 76,061,923 株 22年3月期 76,061,923 株

② 期末自己株式数 23年3月期 1,254,974 株 22年3月期 1,250,307 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 74,809,740 株 22年3月期 75,115,970 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 245,715 12.3 3,706 32.7 5,121 8.6 2,874 43.9
22年3月期 218,849 △22.7 2,792 △32.3 4,717 △1.3 1,998 4.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 38.42 ―

22年3月期 26.60 ―

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 122,331 47,596 38.9 636.26
22年3月期 120,923 46,598 38.5 622.87

（参考） 自己資本 23年3月期  47,596百万円 22年3月期  46,598百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは
終了していません。 

※ 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の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。業績予想の前提となる条件および業績予想の利用にあたっての注意事項等については、添付資
料3ページ「(1)経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご覧ください。 

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

第2四半期(累計) 120,000 2.5 1,600 6.4 2,600 3.1 2,000 19.3 26.74
通期 270,000 9.9 3,800 2.5 5,500 7.4 3,500 21.8 46.79
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善など一部に持ち直しの兆しが見られたものの、雇用情勢は

依然として厳しく、デフレも長期化するなど、本格的な景気回復には至らなかった。 

エネルギー業界においては、環境意識の高まりや節約志向の影響などから、当社グループを取り巻く経営環境は厳

しい状況が続いた。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、積極的な営業活動と新規顧客の獲得により、販売網を拡充するととも

に、経営の効率化を推進することで収益の向上を図った。なお、東日本大震災による当社グループの保有・運営する

給油施設等の被災状況について、営業活動へ影響するような大きな障害は無かった。 

その結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は前期比6.5％増の 億83百万円となり、売上総利益

の増加に加えて経費の削減などから、営業利益は前期比102.6％増の128億96百万円、経常利益は前期比96.6％増の

131億26百万円となった。また、旧川崎ガスターミナルの土地売却益を特別利益に計上したことなどから、当期純利

益は前期比542.5％増の64億62百万円となった。 

  

 セグメント別の状況は以下のとおりである。 

① 石油関連事業 

＜石油製品販売業＞ 

石油業界においては、エコカーの普及が促進されるなど厳しい需給環境にあったものの、記録的猛暑の影響な

どから、ガソリンおよび軽油の需要は前年を上回った。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、新規特約店の獲得など積極的な営業活動を展開した。 

当社においては、２０１０年ＳＳ経営戦略である「共走共汗」によるリテールサポートを継続するとともに、

「接客サービスコンテスト」の開催や「タイヤスペシャル研修」の実施などにより、ＳＳスタッフの販売力と技

術力の向上に努め、特約店およびＳＳ会社の収益拡大を図った。産業用については、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、産業用の需要が徐々に回復してきた。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、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、石油系溶剤などの工業薬品

および粘接着剤（タッキファイヤー）の積極的な販売活動を展開した。また、「国際化粧品開発展」への出展や

「防腐・防黴セミナー」の主催など新規需要の開拓に努めた。 

当社研究所では、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の開発・改良をおこなった。 

  

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・業務用の需要は節約志向と記録的猛暑の影響を受けたものの、堅調に推移し

た。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、子会社の経営強化に努めるとともに、「Open Up－さぁ前に進も

う」をスローガンとし、お客さまから選ばれるＬＰガス販売事業者を目指した取組みを提案した。 

また、「達人道場」や「オブリ感謝祭」の開催により、提案営業力と接点活動を強化し、顧客満足度の向上を

図るとともに、「安心点検サービス」や「１日保安ドック」を実施することにより、保安の確保と信頼獲得に努

めた。 

  

＜天然ガス販売業＞ 

当社においては、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、オンサイト、サテライトに

よるエネルギー供給の提案をおこなうなど、積極的な営業活動と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。 

  

１．経営成績
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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、昨年10月の新滑走路供用開始と国際定期便の就航などから、燃料搭載数量は前年を上回

った。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、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回復したことか

ら、売上高は前年を上回った。また、同社の建設工事業においては、大型工事が終了したことから、売上高は前

年を下回った。 

  

（次期の見通し） 

今般の東日本大震災の影響による景気の後退が懸念され、先行き不透明な状況が続くものと思われるなかで、

当社グループは、一層の経営の効率化を図り、業績の向上に努め、次期の売上高は 億円、営業利益は90億

円、経常利益は100億円、当期純利益は50億円を予想している。  

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ48億83百万円減少し、1,919億42百万円とな

った。これは主に、現金及び預金が増加したものの、土地の売却や設備の除却により固定資産が減少したことに

よるものである。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ95億73百万円減少し、1,334億57百万円となった。これは主に、支払手

形及び買掛金の減少に加えて有利子負債を返済したことによるものである。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ46億90百万円増加し、584億84百万円となった。これは主に、当期純

利益の増加により利益剰余金が増加したことによるものである。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の26.9％から30.0％となった。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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97億53

百万円増加し334億78百万円となった。 

 当連結会計年度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146億24百万円となった。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加によ

るものである。なお、獲得した資金は前期比29億68百万円増加している。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、獲得した資金は24億62百万円となった。これは主に、土地の売却によるものである。なお、

前期は113億55百万円の資金の使用であった。 

（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73億33百万円となった。これは主に、借入金の返済によるものである。な

お、使用した資金は前期比12億16百万円減少している。 
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 （注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

２．いずれも連結ベースの財務数値により算出している。 

３．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算している。 

４．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用している。 

５．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい

る。 

６．平成20年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載していない。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、創業（三愛）精神「人を愛し 国を愛し 勤めを愛す」を経営理念として、環境・暮らし・ビジネ

スのあらゆるシーンをお客さま目線で考え、喜びや安心を提供し、信頼を重ねていくことで築かれる「安心感」を三

愛石油グループのブランドとして根付かせ、社会から永続的に必要とされる企業グループとなることを目指す。 

(2）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

今後の見通しについては、今般の東日本大震災による景気への影響が懸念され、先行き不透明な状況にある。 

当社グループを取り巻くエネルギー業界においては、低炭素社会へと移行するなかで、化石燃料から再生可能エネ

ルギーへの転換期を迎えようとしている状況にあり、経営環境は一段と厳しさを増すものと思われる。 

こうしたなかで、当社グループにおいては、航空機給油施設や石油製品出荷基地の他、日本各地に給油所や充填所

などを有しているが、これらの施設の安全確保に努め、運営には万全を期す所存であり、グループ全体でＣＳＲ活動

を展開することにより企業の社会的責任を果たすとともに、業容の拡大と連結業績の向上を図っていく。 

  

  
平成19年 
３月期 

平成20年
 ３月期 

平成21年
３月期 

平成22年  
３月期  

平成23年
３月期  

自己資本比率 ％ 24.8 ％ 27.6 ％ 26.0 ％ 26.9 ％ 30.0

時価ベースの自己資本比率 ％ 19.6 ％ 14.5 ％ 14.4 ％ 14.3 ％ 17.3

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率 
年 1.2 ― 年 3.4 年 4.3 年 3.0

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
 30.2 ―  12.8  9.0  12.1

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,816 33,664

受取手形及び売掛金 61,467 56,485

有価証券 360 210

商品及び製品 6,340 7,283

仕掛品 40 91

原材料及び貯蔵品 114 110

繰延税金資産 698 1,171

その他 1,244 901

貸倒引当金 △182 △333

流動資産合計 93,900 99,584

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 60,446 60,531

減価償却累計額 △34,606 △35,042

建物及び構築物（純額） 25,839 25,489

機械装置及び運搬具 30,189 29,720

減価償却累計額 △21,500 △20,801

機械装置及び運搬具（純額） 8,689 8,919

土地 26,841 23,735

リース資産 1,315 1,803

減価償却累計額 △235 △509

リース資産（純額） 1,079 1,294

建設仮勘定 3,918 471

その他 3,581 3,662

減価償却累計額 △2,902 △2,972

その他（純額） 678 690

有形固定資産合計 67,047 60,600

無形固定資産   

のれん 7,919 6,807

リース資産 － 16

その他 1,784 1,681

無形固定資産合計 9,703 8,505

投資その他の資産   

投資有価証券 19,113 17,141

長期貸付金 560 242

繰延税金資産 1,023 382

その他 6,026 5,940

貸倒引当金 △550 △455

投資その他の資産合計 26,173 23,251

固定資産合計 102,925 92,357

資産合計 196,826 191,942
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 62,501 55,191

短期借入金 9,400 5,080

1年内返済予定の長期借入金 6,080 4,332

1年内償還予定の社債 1,050 3,400

リース債務 247 340

未払法人税等 1,060 4,744

繰延税金負債 － 1

賞与引当金 1,573 1,644

役員賞与引当金 88 105

災害損失引当金 － 124

資産除去債務 － 17

その他 8,760 9,074

流動負債合計 90,761 84,056

固定負債   

社債 13,500 10,100

長期借入金 20,607 21,548

リース債務 933 1,095

繰延税金負債 2,212 2,168

再評価に係る繰延税金負債 1,905 1,197

退職給付引当金 4,037 3,964

役員退職慰労引当金 449 546

特別修繕引当金 408 353

訴訟損失引当金 290 290

環境対策引当金 318 －

資産除去債務 － 568

その他 7,607 7,568

固定負債合計 52,270 49,401

負債合計 143,031 133,457

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 36,223 42,151

自己株式 △428 △430

株主資本合計 53,589 59,516

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △43 △1,119

土地再評価差額金 △554 △844

その他の包括利益累計額合計 △598 △1,964

少数株主持分 803 932

純資産合計 53,794 58,484

負債純資産合計 196,826 191,942
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

商品売上高 832,065 886,132

完成工事高 1,926 2,451

売上高合計 833,991 888,583

売上原価   

商品売上原価 780,927 829,266

完成工事原価 1,802 2,329

売上原価合計 782,730 831,596

売上総利益 51,261 56,987

販売費及び一般管理費 44,897 44,090

営業利益 6,364 12,896

営業外収益   

受取利息 757 844

受取配当金 342 375

投資有価証券売却益 33 42

受取オプション料 1 －

軽油引取税交付金 225 246

その他 528 410

営業外収益合計 1,889 1,918

営業外費用   

支払利息 1,299 1,207

金利スワップ評価損 － 212

その他 278 268

営業外費用合計 1,577 1,688

経常利益 6,675 13,126

特別利益   

固定資産売却益 241 3,289

負ののれん発生益 － 20

環境対策引当金戻入額 31 －

貸倒引当金戻入額 10 －

その他 40 －

特別利益合計 322 3,310

特別損失   

固定資産除売却損 1,036 2,380

投資有価証券評価損 1,509 771

減損損失 1,226 539

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 199

災害損失引当金繰入額 － 124

環境対策費 239 119

貸倒引当金繰入額 － 5

のれん償却額 19 －

関係会社株式売却損 4 －

特別損失合計 4,035 4,139

税金等調整前当期純利益 2,963 12,297
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 1,874 5,496

法人税等調整額 52 156

法人税等合計 1,927 5,653

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,644

少数株主利益 30 182

当期純利益 1,005 6,462
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,644

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △1,078

その他の包括利益合計 － △1,078

包括利益 － 5,565

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 5,386

少数株主に係る包括利益 － 179
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,127 10,127

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,127 10,127

資本剰余金   

前期末残高 7,668 7,668

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,668 7,668

利益剰余金   

前期末残高 36,276 36,223

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △411

剰余金の配当（中間配当） △413 △411

土地再評価差額金の取崩 △204 289

当期純利益 1,005 6,462

連結範囲の変動 10 －

当期変動額合計 △53 5,928

当期末残高 36,223 42,151

自己株式   

前期末残高 △311 △428

当期変動額   

自己株式の取得 △117 △1

当期変動額合計 △117 △1

当期末残高 △428 △430

株主資本合計   

前期末残高 53,760 53,589

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △411

剰余金の配当（中間配当） △413 △411

土地再評価差額金の取崩 △204 289

当期純利益 1,005 6,462

自己株式の取得 △117 △1

連結範囲の変動 10 －

当期変動額合計 △170 5,926

当期末残高 53,589 59,516
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,549 △43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,505 △1,076

当期変動額合計 1,505 △1,076

当期末残高 △43 △1,119

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 3 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 － －

土地再評価差額金   

前期末残高 △759 △554

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 204 △289

当期変動額合計 204 △289

当期末残高 △554 △844

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △2,305 △598

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 204 △289

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,501 △1,076

当期変動額合計 1,706 △1,365

当期末残高 △598 △1,964

少数株主持分   

前期末残高 763 803

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39 128

当期変動額合計 39 128

当期末残高 803 932

純資産合計   

前期末残高 52,218 53,794

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △411

剰余金の配当（中間配当） △413 △411

土地再評価差額金の取崩 － －

当期純利益 1,005 6,462

自己株式の取得 △117 △1

連結範囲の変動 10 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,541 △947

当期変動額合計 1,575 4,690

当期末残高 53,794 58,484
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,963 12,297

減価償却費 5,454 4,957

のれん償却額 1,154 1,101

負ののれん発生益 － △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） △111 55

賞与引当金の増減額（△は減少） △151 71

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △264 △72

環境対策引当金の増減額（△は減少） △31 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 124

受取利息及び受取配当金 △1,099 △1,219

支払利息 1,299 1,207

有形固定資産除売却損益（△は益） 467 △1,324

減損損失 1,226 539

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 199

投資有価証券売却損益（△は益） △33 △42

投資有価証券評価損益（△は益） 1,509 771

売上債権の増減額（△は増加） △3,263 4,982

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,035 △989

その他の流動資産の増減額（△は増加） △445 551

営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） 64 △131

仕入債務の増減額（△は減少） 7,372 △7,309

未払債務の増減額（△は減少） △112 563

その他の流動負債の増減額（△は減少） 546 △83

その他 △7 217

小計 15,507 16,464

利息及び配当金の受取額 1,109 1,223

利息の支払額 △1,320 △1,213

法人税等の支払額 △3,639 △1,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,656 14,624

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 △176 △116

定期預金の払戻による収入 174 22

投資有価証券の取得による支出 △1,106 △829

投資有価証券の売却による収入 232 401

有形固定資産の取得による支出 △9,742 △2,777

有形固定資産の売却による収入 433 6,118

無形固定資産の取得による支出 △596 △424

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△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 △22 △10

貸付けによる支出 △65 △44

貸付金の回収による収入 239 152

その他 △643 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,355 2,462
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31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） △211 △4,320

長期借入れによる収入 6,230 5,310

長期借入金の返済による支出 △5,983 △6,117

社債の償還による支出 △7,400 △1,050

自己株式の取得による支出 △117 △1

配当金の支払額 △864 △822

少数株主への配当金の支払額 △20 △20

その他 △183 △311

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,550 △7,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,249 9,753

現金及び現金同等物の期首残高 31,975 23,725

現金及び現金同等物の期末残高 23,725 33,478

三愛石油㈱　(8097)　平成23年３月期　決算短信　

13



該当事項なし。 

  

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成22年６月30日提出）における記載から重要な変更がないため開示を

省略している。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

会計処理基準に関する事項     

重要な引当金の計上基準 ────── 

  

  

災害損失引当金  

東日本大震災により被災した資産の復

旧等に要する支出または損失に備えるた

め、当連結会計年度末までの見積額を計

上している。 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

    当連結会計年度より、「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）お

よび「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）

を適用している。 

    この結果、当連結会計年度の売上総利益が３百万

円、営業利益および経常利益が 百万円、税金等調整

前当期純利益が２億 百万円それぞれ減少している。 

27

43

―――――― （「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連

会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

   当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）お

よび「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用している。 

   この結果、損益に与える影響はない。 

―――――― （企業結合に関する会計基準等の適用）  

   当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基

準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「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）、「持分法に関する会計基

準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成20年12月26日）を適用している。 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

   

（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めていた「軽油引取税交付金」は、重要性が増したた

め、区分掲記している。 

なお、前連結会計年度における「軽油引取税交付金」

の金額は２億56百万円である。  

（連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「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

基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する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）を適用し、「少数株主損益

調整前当期純利益」の科目で表示している。  

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めていた「金利スワップ評価損」は、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため、区分掲記している。 

 なお、前連結会計年度における「金利スワップ評価

損」の金額は 百万円である。 75

（９）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――――  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用している。ただし、「その他の包括利益累計額」およ

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」および「評価・換算差額

等合計」の金額を記載している。  

（10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 百万円2,507

少数株主に係る包括利益  〃 62

計 百万円2,569

その他有価証券評価差額金 百万円1,536

繰延ヘッジ損益  〃 △3

計 百万円1,533
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、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、前連結会計年度21億12百万円およ

び当連結会計年度21億84百万円であり、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．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度461億19百万円および当連結会

計年度608億85百万円であり、その主なものは当社での余資運用資金（現金および有価証券）、長期運用資

金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等である。 

  

 前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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。 

  

（セグメント情報等）

【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） 

Ⅰ 売上高および営業利益                               

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上
高  773,611  48,015  12,364  833,991  －  833,991

(2）セグメント間の内部売
上高または振替高  1,324  34  1,335  2,694  △2,694  －

計  774,936  48,050  13,699  836,686  △2,694  833,991

営業費用  769,980  46,264  12,134  828,379  △752  827,627

営業利益  4,956  1,785  1,565  8,306  △1,942  6,364

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損
失および資本的支出                                

資産  104,664  25,079  26,756  156,500  40,325  196,826

減価償却費  2,051  1,385  1,818  5,255  199  5,454

減損損失  1,116  95  －  1,212  13  1,226

資本的支出  2,516  1,735  5,870  10,123  188  10,311

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】
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 前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事項

はない。 

  

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独立した財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定およ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る。 

  当社は、製品・事業別の事業部および支社を設置し、各事業部および支社は取り扱う製品・事業について戦

略を立案し、事業活動を展開している。 

  したがって、当社は、事業部および支社を基礎とした製品・事業別のセグメントから構成されており、「石

油関連事業」、「ガス関連事業」および「航空関連事業他」の３つを報告セグメントとしている。 

 「石油関連事業」は、石油製品の販売・保管・出荷および化学製品の製造・販売を行っている。  

 「ガス関連事業」は、ＬＰガス、天然ガス、都市ガスおよびガス機器の販売を行っている。 

 「航空関連事業他」は、航空機の燃料の保管・給油、金属表面処理、建物付帯設備の請負工事および不動産

賃貸他を行っている。  

２．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産およびその他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一である。 

 報告セグメントの利益は連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。 

  セグメント間の内部売上高または振替高は市場実勢価格に基づいている。  

３．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産およびその他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（単位：百万円）

  

【海外売上高】

【セグメント情報】

  報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表
計上額 

  石油関連事業 ガス関連事業
航空関連事業
他 

計 

売上高 

外部顧客への売上高  773,611  48,015    12,364  833,991  －  833,991

セグメント間の内部売上
高または振替高  1,324  34  1,335  2,694  △2,694  －

計  774,936  48,050  13,699  836,686  △2,694  833,991

セグメント利益  4,057    1,394  864  6,316  359  6,675

セグメント資産  104,664  25,079  26,756  156,500  40,325  196,826

その他の項目                              

減価償却費  2,051    1,385  1,818  5,255  199  5,454

のれんの償却額  819  312  2  1,134  －  1,134

受取利息  388  25  3  417  339  757

支払利息  582  249  38  871  428  1,299

持分法投資利益  －  0  －  0  －  0

持分法投資会社への投資
額 

 －  5  －  5  －  5

有形固定資産および無形
固定資産の増加額  2,516  1,735  5,870  10,123  188  10,311
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日 至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円）

   
４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

 (単位：百万円)  

  
(単位：百万円) 

  報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表
計上額 

  石油関連事業 ガス関連事業
航空関連事業
他 

計 

売上高 

外部顧客への売上高  819,909  54,546    14,127  888,583  －  888,583

セグメント間の内部売上

高または振替高 
 1,587  25  1,138  2,752  △2,752  －

計  821,497  54,572  15,266  891,335  △2,752  888,583

セグメント利益  9,407    2,097  1,532  13,037  89  13,126

セグメント資産  97,715  25,429  21,576  144,721  47,221  191,942

その他の項目 

減価償却費  1,846    1,151  1,750  4,749  207  4,957

のれんの償却額   821  277  2  1,101  －  1,101

受取利息   444  24  6  475  368  844

支払利息  606  202  37  846  360  1,207

持分法投資利益   －  0  －  0  －  0

持分法投資会社への投資

額 
 －  5  －  5  －  5

有形固定資産および無形
固定資産の増加額  1,218  1,253  1,028  3,499  145  3,645

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度  

報告セグメント計   836,686   891,335

セグメント間取引消去    △2,694   △2,752

連結財務諸表の売上高     833,991   888,583

 利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  6,316 13,037

「全社」の区分の利益 522 135

セグメント間取引消去 △162 △45

連結財務諸表の経常利益 6,675 13,126
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(単位：百万円) 

  
(単位：百万円) 

  

（追加情報）  

 当連結会計年度より「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）および「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）を適用している。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品およびサービスごとの情報 

製品およびサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略している。 
  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はない。 

(2）有形固定資産 

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はない。  
  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略している。 

  

 資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計   156,500 144,721

「全社」の区分の資産  41,410 47,970

セグメント間取引消去  △1,084  △749

連結財務諸表の資産合計 196,826 191,942

その他の項目 

報告セグメント 全社 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

前連結会
計年度 

当連結会
計年度 

減価償却費  5,255  4,749  234  242  △35  △35  5,454  4,957

受取利息  417  475  553  523  △213  △154  757  844

支払利息  871  846  641  514  △213  △154  1,299  1,207

有形固定資産および無形固
定資産の増加額  10,123  3,499  188  145  －  －  10,311  3,645

【関連情報】
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

(単位：百万円)  

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

(単位：百万円)  

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

該当事項なし。 

  

重要な訴訟事件等 

 連結子会社である佐賀ガス㈱では、佐賀市に対するガス事業譲渡資産の瑕疵担保責任に基づく損害賠償等請求に関

し、平成18年９月27日付にて佐賀地方裁判所へ提訴している。訴訟の請求価額は、13億33百万円に訴訟費用等を加え

たものである。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表
計上額 

  石油関連事業 ガス関連事業
航空関連事業
他 

計 

減損損失  371  117    －  488  51   539

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

  報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表
計上額 

  石油関連事業 ガス関連事業
航空関連事業
他 

計 

当期償却額  821  277    2  1,101  －   1,101

当期末残高  6,599  201    6  6,807  －   6,807

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。  

１株当たり純資産額 円708.33

１株当たり当期純利益      円13.39

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。  

１株当たり純資産額 円769.35

１株当たり当期純利益      円86.38

  
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額           

当期純利益（百万円）  1,005  6,462

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,005  6,462

期中平均株式数（千株）  75,115  74,809

（重要な後発事象）

（その他）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,005 28,399

受取手形 652 609

売掛金 19,810 21,041

商品及び製品 301 520

原材料及び貯蔵品 9 9

前渡金 0 0

前払費用 62 84

繰延税金資産 274 468

短期貸付金 3,692 3,779

その他 446 243

貸倒引当金 △2,350 △2,904

流動資産合計 42,906 52,252

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,031 6,759

減価償却累計額 △4,177 △4,121

建物（純額） 2,854 2,638

構築物 27,888 27,997

減価償却累計額 △15,749 △15,488

構築物（純額） 12,139 12,509

機械及び装置 17,400 16,989

減価償却累計額 △11,765 △10,704

機械及び装置（純額） 5,634 6,284

車両運搬具 219 210

減価償却累計額 △186 △193

車両運搬具（純額） 32 16

工具、器具及び備品 799 945

減価償却累計額 △707 △719

工具、器具及び備品（純額） 92 225

土地 12,540 9,473

リース資産 336 559

減価償却累計額 △52 △131

リース資産（純額） 283 427

建設仮勘定 3,651 208

有形固定資産合計 37,228 31,783

無形固定資産   

のれん 39 4

借地権 37 37

商標権 15 13

ソフトウエア 699 734

リース資産 － 16

その他 121 61

無形固定資産合計 914 868
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 16,714 14,941

関係会社株式 22,092 22,102

出資金 3 3

長期貸付金 375 102

従業員に対する長期貸付金 48 47

関係会社長期貸付金 694 308

破産更生債権等 41 87

長期前払費用 13 132

繰延税金資産 432 －

差入保証金 563 518

その他 266 222

貸倒引当金 △725 △392

投資損失引当金 △647 △647

投資その他の資産合計 39,874 37,426

固定資産合計 78,017 70,078

資産合計 120,923 122,331

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,636 10,569

短期借入金 17,022 22,469

1年内返済予定の長期借入金 4,096 3,189

1年内償還予定の社債 650 3,000

リース債務 61 104

未払金 200 273

未払費用 882 957

未払法人税等 240 1,173

前受金 1,296 791

預り金 61 61

賞与引当金 517 589

役員賞与引当金 44 48

災害損失引当金 － 124

設備関係未払金 3,979 94

仮受金 1,041 1,062

その他 256 331

流動負債合計 40,987 44,839
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

固定負債   

社債 10,500 7,500

長期借入金 15,135 15,046

リース債務 236 360

繰延税金負債 － 161

再評価に係る繰延税金負債 2,012 1,304

退職給付引当金 2,254 2,228

役員退職慰労引当金 235 286

関係会社事業損失引当金 5 －

資産除去債務 － 71

預り保証金 2,948 2,927

その他 8 8

固定負債合計 33,337 29,895

負債合計 74,325 74,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,127 10,127

資本剰余金   

資本準備金 2,531 2,531

その他資本剰余金 5,056 5,056

資本剰余金合計 7,588 7,588

利益剰余金   

その他利益剰余金   

土地減価積立金 41 41

償却資産圧縮積立金 752 2,224

土地圧縮積立金 89 89

固定資産圧縮特別勘定積立金 － 422

特別償却準備金 216 144

別途積立金 21,000 21,000

繰越利益剰余金 8,091 8,610

利益剰余金合計 30,191 32,532

自己株式 △428 △430

株主資本合計 47,478 49,817

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30 △1,082

土地再評価差額金 △849 △1,138

評価・換算差額等合計 △880 △2,220

純資産合計 46,598 47,596

負債純資産合計 120,923 122,331
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

商品売上高 211,018 237,380

商品売上原価   

商品期首たな卸高 397 301

当期商品仕入高 203,390 229,661

合計 203,787 229,963

商品期末たな卸高 301 520

商品売上原価 203,486 229,442

商品売上総利益 7,531 7,938

諸手数料収入   

航空燃料等取扱収入 5,780 6,343

その他収入 2,051 1,991

諸手数料収入合計 7,831 8,335

売上総利益 15,363 16,273

販売費及び一般管理費   

販売手数料 107 156

運賃及び荷造費 954 1,024

貸倒引当金繰入額 － 67

役員報酬及び給料手当 3,185 3,243

退職給付費用 901 465

役員退職慰労引当金繰入額 44 50

賞与引当金繰入額 517 589

役員賞与引当金繰入額 44 48

福利厚生費 766 784

賃借料 1,245 1,358

減価償却費 2,469 2,381

のれん償却額 55 34

支払手数料 677 698

その他 1,601 1,664

販売費及び一般管理費合計 12,570 12,567

営業利益 2,792 3,706

営業外収益   

受取利息 528 515

有価証券利息 47 26

受取配当金 1,682 1,202

投資有価証券売却益 33 40

受取オプション料 1 －

雑収入 550 595

営業外収益合計 2,844 2,380
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 559 500

社債利息 218 158

金利スワップ評価損 － 212

雑損失 140 92

営業外費用合計 919 964

経常利益 4,717 5,121

特別利益   

固定資産売却益 10 3,114

関係会社事業損失引当金戻入額 43 5

貸倒引当金戻入額 134 －

特別利益合計 189 3,119

特別損失   

固定資産除売却損 659 2,062

投資有価証券評価損 1,423 770

減損損失 89 408

貸倒引当金繰入額 － 181

災害損失引当金繰入額 － 124

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21

環境対策費 215 7

関係会社株式評価損 67 －

特別損失合計 2,455 3,577

税引前当期純利益 2,450 4,664

法人税、住民税及び事業税 595 1,377

法人税等調整額 △142 413

法人税等合計 452 1,790

当期純利益 1,998 2,874
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,127 10,127

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,127 10,127

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,531 2,531

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,531 2,531

その他資本剰余金   

前期末残高 5,056 5,056

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,056 5,056

資本剰余金合計   

前期末残高 7,588 7,588

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,588 7,588

利益剰余金   

その他利益剰余金   

土地減価積立金   

前期末残高 41 41

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 41 41

償却資産圧縮積立金   

前期末残高 813 752

当期変動額   

償却資産圧縮積立金の積立 － 1,578

償却資産圧縮積立金の取崩 △60 △107

当期変動額合計 △60 1,471

当期末残高 752 2,224

土地圧縮積立金   

前期末残高 89 89

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 89 89

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 － －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － 422

当期変動額合計 － 422

当期末残高 － 422
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別償却準備金   

前期末残高 288 216

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △72 △72

当期変動額合計 △72 △72

当期末残高 216 144

別途積立金   

前期末残高 21,000 21,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 21,000 21,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,791 8,091

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △411

剰余金の配当（中間配当） △413 △411

土地再評価差額金の取崩 33 289

償却資産圧縮積立金の積立 － △1,578

償却資産圧縮積立金の取崩 60 107

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － △422

特別償却準備金の取崩 72 72

当期純利益 1,998 2,874

当期変動額合計 1,299 518

当期末残高 8,091 8,610

利益剰余金合計   

前期末残高 29,024 30,191

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △411

剰余金の配当（中間配当） △413 △411

土地再評価差額金の取崩 33 289

償却資産圧縮積立金の積立 － －

償却資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益 1,998 2,874

当期変動額合計 1,167 2,340

当期末残高 30,191 32,532

自己株式   

前期末残高 △311 △428

当期変動額   

自己株式の取得 △117 △1

当期変動額合計 △117 △1

当期末残高 △428 △430
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 46,428 47,478

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △411

剰余金の配当（中間配当） △413 △411

土地再評価差額金の取崩 33 289

当期純利益 1,998 2,874

自己株式の取得 △117 △1

当期変動額合計 1,050 2,339

当期末残高 47,478 49,817

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,280 △30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,250 △1,051

当期変動額合計 1,250 △1,051

当期末残高 △30 △1,082

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 3 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 － －

土地再評価差額金   

前期末残高 △815 △849

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △33 △289

当期変動額合計 △33 △289

当期末残高 △849 △1,138

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,092 △880

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △33 △289

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,246 △1,051

当期変動額合計 1,212 △1,340

当期末残高 △880 △2,220

純資産合計   

前期末残高 44,335 46,598

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △411

剰余金の配当（中間配当） △413 △411

土地再評価差額金の取崩 － －

当期純利益 1,998 2,874

自己株式の取得 △117 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,246 △1,051

当期変動額合計 2,262 998

当期末残高 46,598 47,596
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役員の異動 

役員の異動につきましては、日本経済新聞に掲載して公表する予定であります。  

  

５．その他
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