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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 715,645 11.3 4,940 1.5 5,523 2.7 2,639 525.4
25年3月期第3四半期 643,192 △6.5 4,867 △30.2 5,377 △28.7 422 △68.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 5,450百万円 （137.7％） 25年3月期第3四半期 2,293百万円 （13.8％）

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

26年3月期第3四半期 35.82 ―
25年3月期第3四半期 5.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 216,410 70,539 32.0
25年3月期 215,220 66,123 30.1
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 69,296百万円 25年3月期 64,859百万円

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

25年3月期 ― 6.50 ― 7.00 13.50
26年3月期 ― 6.50 ―
26年3月期（予想） 7.00 13.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 910,000 3.1 6,300 △18.0 7,000 △17.0 3,600 36.5 48.84



(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 ： 無 

(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、金融商品取引法に基づ
く四半期財務諸表のレビュー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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 74,000,000 株 25年3月期 74,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 344,661 株 25年3月期 296,539 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 73,683,745 株 25年3月期3Q 73,939,671 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大企業を中心に企業収益が改善し、一部に消費税率引き上げ

に伴う駆け込み需要もみられ、個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復基調で推移した。 

当社グループを取り巻くエネルギー業界においては、低燃費車の普及など、環境意識の高まりから石油製品の需

要が停滞するなど、厳しい経営環境が続いた。 

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経費の節減に努めた結果、当第３四半期連結累

計期間における売上高は、前年同期比11.3％増の 億45百万円、営業利益は前年同期比1.5％増の49億40百万

円、経常利益は前年同期比2.7％増の55億23百万円となった。また、四半期純利益は、投資有価証券評価損の発生

がなくなったことにより前年同期比525.4％増の26億39百万円となった。 

  

セグメントの業績は次のとおりである。 

  石油関連事業における売上高は前年同期比11.8％増の 億97百万円となり、セグメント利益は前年同期比

43.7％増の28億95百万円となった。 

 ガス関連事業における売上高は前年同期比9.0％増の456億17百万円となり、セグメント利益は前年同期比 

23.8％減の８億60百万円となった。 

 航空関連事業他における売上高は前年同期比8.7％減の99億31百万円となり、セグメント利益は前年同期比

31.1％減の15億27百万円となった。   

   

（２）財政状態に関する説明 

  ①資産、負債、純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億90百万円増加し、 億10百

万円となった。これは主に、投資有価証券や商品及び製品の増加によるものである。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ32億25百万円減少し、 億71百万円となった。これは主に、有利子負

債の返済によるものである。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ44億16百万円増加し、705億39百万円となった。これは主に、その他有

価証券評価差額金や利益剰余金の増加によるものである。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の30.1％から32.0％となった。    

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より

60億79百万円減少し、441億46百万円となった。 

当第３四半期連結累計期間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４億81百万円となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上に

よるものである。なお、前年同期は67億74百万円の資金の使用であった。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果、使用した資金は28億25百万円となった。これは主に、有形固定資産の取得によるものであ

る。なお、使用した資金は前年同期比19億77百万円増加している。   

（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37億35百万円となった。これは主に、長期借入金の返済や社債の償還によ

るものである。なお、使用した資金は前年同期比７億52百万円減少している。  

  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

景気の先行きや原油価格の動向などが不透明であり、連結業績予想については、平成25年５月14日に公表した数

値を修正していない。     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,156

6,600

2,164

1,458
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項なし。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項なし。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項なし。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

三愛石油㈱（8097）平成26年３月期 第３四半期決算短信

3



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,189 44,150

受取手形及び売掛金 71,721 72,809

有価証券 140 120

商品及び製品 7,924 11,296

仕掛品 48 203

原材料及び貯蔵品 90 113

その他 2,274 2,673

貸倒引当金 △187 △177

流動資産合計 132,203 131,189

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 59,931 59,340

減価償却累計額 △37,781 △38,435

建物及び構築物（純額） 22,149 20,905

機械装置及び運搬具 30,168 30,263

減価償却累計額 △22,337 △22,808

機械装置及び運搬具（純額） 7,830 7,455

土地 22,055 22,294

その他 6,400 7,057

減価償却累計額 △4,174 △4,353

その他（純額） 2,226 2,704

有形固定資産合計 54,262 53,358

無形固定資産   

のれん 4,836 4,245

その他 1,488 1,234

無形固定資産合計 6,324 5,479

投資その他の資産   

投資有価証券 18,409 22,451

その他 4,232 4,161

貸倒引当金 △212 △230

投資その他の資産合計 22,429 26,382

固定資産合計 83,016 85,220

資産合計 215,220 216,410
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 86,244 85,904

短期借入金 1,715 3,024

1年内返済予定の長期借入金 6,773 3,069

1年内償還予定の社債 3,200 3,000

未払法人税等 2,544 852

賞与引当金 1,617 730

役員賞与引当金 79 58

資産除去債務 10 21

その他 9,524 11,420

流動負債合計 111,709 108,082

固定負債   

社債 4,000 1,000

長期借入金 15,173 18,412

退職給付引当金 3,579 3,161

役員退職慰労引当金 519 449

特別修繕引当金 406 451

訴訟損失引当金 326 326

資産除去債務 571 502

その他 12,811 13,485

固定負債合計 37,387 37,788

負債合計 149,097 145,871

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,127 10,127

資本剰余金 6,953 6,953

利益剰余金 47,566 49,267

自己株式 △102 △122

株主資本合計 64,543 66,224

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,207 4,015

繰延ヘッジ損益 △3 －

土地再評価差額金 △887 △943

その他の包括利益累計額合計 315 3,071

少数株主持分 1,263 1,242

純資産合計 66,123 70,539

負債純資産合計 215,220 216,410
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高   

商品売上高 641,939 714,464

完成工事高 1,252 1,181

売上高合計 643,192 715,645

売上原価   

商品売上原価 605,269 679,094

完成工事原価 1,065 1,027

売上原価合計 606,334 680,121

売上総利益 36,857 35,523

販売費及び一般管理費 31,990 30,583

営業利益 4,867 4,940

営業外収益   

受取利息 498 457

受取配当金 380 437

軽油引取税交付金 192 165

貸倒引当金戻入額 － 0

その他 328 374

営業外収益合計 1,400 1,435

営業外費用   

支払利息 769 702

貸倒引当金繰入額 5 －

その他 114 150

営業外費用合計 890 852

経常利益 5,377 5,523

特別利益   

固定資産売却益 486 28

資産除去債務戻入益 － 32

投資有価証券売却益 － 1

特別利益合計 486 63

特別損失   

固定資産除売却損 479 189

減損損失 273 255

環境対策費 7 45

投資有価証券評価損 2,549 －

退職給付費用 49 －

特別損失合計 3,359 489

税金等調整前四半期純利益 2,505 5,096

法人税、住民税及び事業税 1,760 1,925

法人税等調整額 236 535

法人税等合計 1,997 2,461

少数株主損益調整前四半期純利益 508 2,635

少数株主利益又は少数株主損失（△） 85 △3

四半期純利益 422 2,639
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 508 2,635

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,785 2,811

繰延ヘッジ損益 － 3

その他の包括利益合計 1,785 2,815

四半期包括利益 2,293 5,450

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,210 5,451

少数株主に係る四半期包括利益 83 △0
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 2,505 5,096

減価償却費 3,584 3,285

のれん償却額 760 613

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △974 △887

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32 △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 △418

受取利息及び受取配当金 △878 △894

支払利息 769 702

有形固定資産除売却損益（△は益） △306 133

減損損失 273 255

資産除去債務戻入益 － △32

投資有価証券売却損益（△は益） － △1

投資有価証券評価損益（△は益） 2,549 －

売上債権の増減額（△は増加） △710 △1,087

たな卸資産の増減額（△は増加） 949 △3,549

その他の流動資産の増減額（△は増加） △791 △906

仕入債務の増減額（△は減少） △11,037 △339

その他の流動負債の増減額（△は減少） 316 2,002

その他 170 △131

小計 △2,814 3,826

利息及び配当金の受取額 866 883

利息の支払額 △722 △669

法人税等の支払額 △4,104 △3,558

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,774 481

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △345 △215

投資有価証券の売却による収入 1 8

有形固定資産の取得による支出 △1,740 △2,590

有形固定資産の売却による収入 1,273 95

無形固定資産の取得による支出 △330 △82

関係会社株式の取得による支出 － △18

その他 293 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △848 △2,825

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） 2,267 1,309

長期借入れによる収入 － 5,400

長期借入金の返済による支出 △2,300 △5,864

社債の償還による支出 △2,700 △3,200

自己株式の取得による支出 △273 △19

配当金の支払額 △1,112 △994

少数株主への配当金の支払額 △20 △12

その他 △349 △352

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,488 △3,735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,111 △6,079

現金及び現金同等物の期首残高 50,581 50,225

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,470 44,146
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該当事項なし。   

   

 該当事項なし。   

   

セグメント情報  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

  報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報  

 （単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額14百万円には、セグメント間取引消去△36百万円および各報告セグメントに配分

していない全社利益51百万円が含まれている。全社利益は主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般

管理費、営業外収益および営業外費用である。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

  報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報  

 （単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額２億39百万円には、セグメント間取引消去△23百万円および各報告セグメントに

配分していない全社利益２億63百万円が含まれている。全社利益は主に報告セグメントに帰属しない販売費

及び一般管理費、営業外収益および営業外費用である。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  
  

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 

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  590,455  41,860  10,876  643,192  －  643,192

 セグメント間の内部売上高 

 または振替高 
 1,252  30  939  2,222  △2,222  －

計  591,707  41,891  11,815  645,414  △2,222  643,192

セグメント利益  2,015  1,129  2,217  5,362  14  5,377

  
  

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 

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  660,097  45,617  9,931  715,645  －  715,645

 セグメント間の内部売上高 

 または振替高 
 1,448  15  457  1,921  △1,921  －

計  661,545  45,632  10,389  717,567  △1,921  715,645

セグメント利益  2,895  860  1,527  5,283  239  5,523
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