
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30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 ％

26年３月期第１四半期 15,028 5.4 62 △75.3 118 △66.0 64 △68.9
25年３月期第１四半期 14,255 1.1 253 ― 349 324.4 207 503.0

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 130百万円(△26.8％) 25年３月期第１四半期 178百万円( 705.1％)

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

26年３月期第１四半期 10.64 ―
25年３月期第１四半期 34.19 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 34,323 13,438 38.6
25年３月期 34,234 13,402 38.6

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 13,256百万円 25年３月期 13,218百万円

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

25年３月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 15.00 ― 15.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 29,013 2.8 160 △62.0 236 △62.5 127 △67.9 21.06
通期 62,328 2.8 761 △16.0 895 △28.0 516 △31.7 85.06

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 6,100,503株 25年３月期 6,100,503株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 30,669株 25年３月期 30,669株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 6,069,834株 25年３月期１Ｑ 6,069,834株

※ 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。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「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。
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、新政権による経済政策や日本銀行の金融緩和によ

る景気回復への期待感から、円安や株価の回復が進むなど、景況感の改善が見られましたが、海外経済

の減速懸念や円安による輸入価格の上昇の影響等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況の中で当社グループは、「ＣＨＡＮＧＥ＆ＤＡＳＨ～新しい価値観で、速やかに行動

する～」のスローガンのもと、グループ一丸となって、従業員の意識改革を促し、事業部門の整理・再

構築による事業全体のレベルアップを図り、販売力や競争力の強化に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は150億28百万円（前年同四半期比5.4％増）となり

ましたが、仕入価格の上昇等により売上原価が増加したため、経常利益は１億18百万円（前年同四半期

比66.0％減）、四半期純利益は64百万円（前年同四半期比68.9％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、石油部門において、ＥＮＥＯＳカードとＴカードの発
券キャンペーンや利用促進を図るとともに、油外商品の販売を推し進めるなど、利便性の向上や収益
の確保に努めました。 
 ガス部門においては、販売網の拡大を目的に、肝属郡肝付町内のガスの販売権を一部買取り、４月
にミスミガス内之浦店を新設するとともに、積極的な営業活動により、新規顧客の開拓や販売の増加
に努めました。 
 以上の結果、売上高は119億12百万円（前年同四半期比7.2％増）、営業利益は１億48百万円（前年
同四半期比51.2％減）となりました。 
  

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、ＫＦＣ店舗のイメージ向
上を目的にＫＦＣ川内店を４月に改装するとともに、効果的な販促活動等による新規顧客の開拓と来
店頻度のアップに努めました。 
 ミネラルウォーター部門においては、宅配の新規契約の獲得やレンタルサーバーによる販売を強化
するなど、販売数量の確保に努めました。 
 しかしながら、競争が激化している外食部門の売上不振等により、売上高は12億30百万円（前年同
四半期比7.7％減）、営業利益は30百万円（前年同四半期比46.9％減）となりました。 
  

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、利便性や運営効率の向
上を目的に、メディアミスミＴＳＵＴＡＹＡ南港店でセルフレジを導入するとともに、提案商品の売
場拡充や絵本作家のイベントを開催するなど、幅広い世代の集客に努めました。 
 自動車部門においては、新規車種の販売やタイヤ販売等に注力し、収益確保に努めました。 
 また、次世代のホームエネルギーの実現に向けて、新エネルギーやリフォーム事業を一層推進し、
新しい暮らしを創造するサービスを提供するため、新たにホームライフ部門を新設いたしました。 
 以上の結果、売上高は18億85百万円（前年同四半期比4.0％増）、営業利益は62百万円（前年同四
半期比33.7％減）となりました。 
  
（上記金額には、消費税等は含まれておりません。） 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて89百万円増加し、343億23百万

円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少した一方、現金及び預金や投資有価証券が増

加したこと等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて52百万円増加し、208億85百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が減少した一方、長期借入金が増加したこと等によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて36百万円増加し、134億38百万円となりました。これは主に、

その他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものであります。 

  

連結業績予想は、平成25年５月10日発表から変更ありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

記載すべき事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（株）Ｍｉｓｕｍｉ（7441）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

3



  
３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,550,956 4,203,851

受取手形及び売掛金 6,271,070 5,538,500

有価証券 3,719 2,789

商品及び製品 2,690,881 2,701,756

その他 772,680 855,289

貸倒引当金 △348,905 △345,811

流動資産合計 12,940,403 12,956,376

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,202,992 4,131,091

土地 12,368,271 12,371,367

その他（純額） 915,421 966,974

有形固定資産合計 17,486,685 17,469,433

無形固定資産 328,367 356,857

投資その他の資産

その他 3,587,172 3,649,059

貸倒引当金 △107,950 △107,966

投資その他の資産合計 3,479,222 3,541,093

固定資産合計 21,294,275 21,367,384

資産合計 34,234,678 34,323,761

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,080,464 1,556,921

短期借入金 7,695,000 7,650,000

1年内返済予定の長期借入金 1,704,714 1,848,631

未払法人税等 239,464 92,414

賞与引当金 307,370 462,229

その他 1,778,728 1,703,305

流動負債合計 13,805,741 13,313,501

固定負債

長期借入金 5,223,345 5,785,883

退職給付引当金 150,986 136,426

役員退職慰労引当金 742,900 745,900

その他 909,316 903,530

固定負債合計 7,026,548 7,571,739

負債合計 20,832,289 20,885,241

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 9,650,022 9,623,553

自己株式 △43,403 △43,403

株主資本合計 12,943,860 12,917,391

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 274,402 339,083

その他の包括利益累計額合計 274,402 339,083

少数株主持分 184,126 182,045

純資産合計 13,402,388 13,438,520

負債純資産合計 34,234,678 34,323,761
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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１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

売上高 14,255,255 15,028,744

売上原価 11,279,008 12,284,340

売上総利益 2,976,246 2,744,403

販売費及び一般管理費 2,723,097 2,681,987

営業利益 253,148 62,416

営業外収益

受取利息 4,678 1,082

受取配当金 22,424 17,364

受取賃貸料 37,717 36,558

その他 92,977 61,444

営業外収益合計 157,798 116,450

営業外費用

支払利息 42,247 35,333

賃貸費用 16,413 14,448

その他 3,162 10,411

営業外費用合計 61,823 60,193

経常利益 349,124 118,673

特別利益

固定資産売却益 351 1,262

特別利益合計 351 1,262

税金等調整前四半期純利益 349,475 119,936

法人税、住民税及び事業税 165,039 84,556

法人税等調整額 △29,284 △30,726

法人税等合計 135,754 53,830

少数株主損益調整前四半期純利益 213,721 66,106

少数株主利益 6,216 1,527

四半期純利益 207,504 64,578
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 213,721 66,106

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △35,062 64,681

その他の包括利益合計 △35,062 64,681

四半期包括利益 178,658 130,787

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 172,442 129,259

少数株主に係る四半期包括利益 6,216 1,527
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 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△203,207千円には、セグメント間取引消去83千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△203,291千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。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△179,431千円には、セグメント間取引消去2,278千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△181,709千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）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）

(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 11,109,062 1,333,294 1,812,898 14,255,255 ― 14,255,255

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

10,765 5,030 82,771 98,567 △98,567 ―

計 11,119,827 1,338,324 1,895,670 14,353,822 △98,567 14,255,255

セグメント利益 304,785 56,590 94,981 456,356 △203,207 253,148

(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 11,912,295 1,230,629 1,885,819 15,028,744 ― 15,028,744

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

13,805 6,090 41,245 61,141 △61,141 ―

計 11,926,101 1,236,719 1,927,064 15,089,885 △61,141 15,028,744

セグメント利益 148,831 30,025 62,990 241,847 △179,431 62,416
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