
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年1月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 シナネン株式会社 上場取引所 東 

コード番号 8132 URL http://www.sinanen.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鈴木 弘行

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務経理部長 （氏名） 清水 直樹 TEL 03-5470-7105
四半期報告書提出予定日 平成24年2月10日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 176,569 8.9 609 △22.2 1,000 △23.8 259 △25.1

23年3月期第3四半期 162,147 15.7 783 △32.1 1,312 △16.1 346 △50.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △255百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 287百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 3.99 ―

23年3月期第3四半期 5.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 84,297 44,314 52.5
23年3月期 78,680 45,520 57.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  44,260百万円 23年3月期  45,480百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 15.00 15.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 250,000 1.3 3,300 3.7 3,900 0.2 1,900 55.4 29.24



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
  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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対す
る四半期レビュー手続きが実施中であります。 

※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、添付資
料２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 75,752,958 株 23年3月期 75,752,958 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 10,756,930 株 23年3月期 10,771,754 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 64,978,244 株 23年3月期3Q 65,001,563 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間においては、当社及びグループ企業は、被災地の復旧・復興活動を優先し、被災した取引

先への業務支援、充填基地の再稼動等、東北エリアの戦略的再構築に努めました。 

  また、今期から発足した中期経営計画「第三の創業」に基づき、エネルギー卸売機能の拡充、ライフサポート事

業の推進、業務の効率化を進めてまいりました。 

  しかしながら、震災を契機にエネルギーの節約志向はさらに強まり、また、気温が前年よりも高めに推移したこ

とから、当社の主力商品である家庭用の灯油・ＬＰガスの需要は低迷しました。 

  その結果、当第３四半期累計期間の業績については、売上高は1,765億円（前年同期比8.9％増）、営業利益は６

億円（前年同期比22.2％減）、経常利益は10億円（前年同期比23.8％減）、四半期純利益は2.5億円（前年同期比

25.1％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期末の総資産は、季節変動に伴う売上債権の増加等により、前期末（23年３月期）と比較して56億 

 円増加し、842億円となりました。 

  また、純資産は、時価評価によるその他有価証券評価差額金の減少と配当金の支払により利益剰余金が減少した

 結果、前期末と比較して12億円減少し、443億円となりました。 

  以上により、自己資本比率は前期末と比較して5.3ポイント減少し、52.5％となりました。     

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 原油価格及びＬＰガス輸入価格の変動や気候変動等により今後の需給動向は不透明な状況ではありますが、平成

23年５月16日公表の業績予想を変更しておりません。ただし、事業環境が大きく変化し、当初の業績予想に見直し

が必要と判断した場合は、速やかに開示いたします。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

 適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,335 17,523

受取手形及び売掛金 25,968 33,368

商品及び製品 3,872 3,597

仕掛品 19 29

原材料及び貯蔵品 66 72

その他 1,528 2,293

貸倒引当金 △387 △258

流動資産合計 50,404 56,626

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,378 5,424

土地 9,911 9,911

建設仮勘定 149 223

その他（純額） 3,016 3,001

有形固定資産合計 18,455 18,560

無形固定資産   

のれん 1,110 952

その他 717 974

無形固定資産合計 1,827 1,927

投資その他の資産   

投資有価証券 4,631 3,776

長期前払費用 1,273 995

その他 2,312 2,695

貸倒引当金 △225 △284

投資その他の資産合計 7,992 7,182

固定資産合計 28,276 27,671

資産合計 78,680 84,297



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,350 28,953

短期借入金 672 726

1年内償還予定の社債 17 －

1年内返済予定の長期借入金 － 200

未払法人税等 789 99

賞与引当金 665 331

災害損失引当金 274 139

その他 3,635 3,533

流動負債合計 27,406 33,983

固定負債   

長期借入金 950 1,475

退職給付引当金 2,459 2,531

役員退職慰労引当金 104 84

資産除去債務 481 493

その他 1,758 1,414

固定負債合計 5,753 5,999

負債合計 33,160 39,982

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金 11,769 11,764

利益剰余金 23,510 22,795

自己株式 △5,925 △5,915

株主資本合計 44,984 44,275

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 494 △6

繰延ヘッジ損益 2 △0

為替換算調整勘定 △1 △7

その他の包括利益累計額合計 495 △14

少数株主持分 39 54

純資産合計 45,520 44,314

負債純資産合計 78,680 84,297



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 162,147 176,569

売上原価 142,593 157,472

売上総利益 19,553 19,097

販売費及び一般管理費 18,770 18,488

営業利益 783 609

営業外収益   

受取利息 14 16

受取配当金 116 121

軽油引取税交付金 83 83

保険返戻金 187 17

その他 222 262

営業外収益合計 623 500

営業外費用   

支払利息 25 26

為替差損 33 22

その他 35 61

営業外費用合計 94 109

経常利益 1,312 1,000

特別利益   

投資有価証券売却益 99 －

固定資産売却益 1 10

貸倒引当金戻入額 － 138

特別利益合計 101 148

特別損失   

固定資産売却損 4 0

固定資産除却損 69 73

投資有価証券評価損 9 3

災害による損失 － 108

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 298 －

その他 71 18

特別損失合計 453 204

税金等調整前四半期純利益 960 944

法人税等 613 689

少数株主損益調整前四半期純利益 346 254

少数株主損失（△） △0 △5

四半期純利益 346 259



（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損失（△） △0 △5

少数株主損益調整前四半期純利益 346 254

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47 △500

繰延ヘッジ損益 △10 △2

為替換算調整勘定 △1 △6

その他の包括利益合計 △59 △510

四半期包括利益 287 △255

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 287 △250

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △5



 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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