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１．平成18年４月期の連結業績（平成17年５月１日～平成18年４月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年４月期 16,353 (15.7) 489 (△30.0) 738 (△32.6)

17年４月期 14,135 (6.9) 700 (13.0) 1,094 (39.4)

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年４月期 391 (△36.5) 19 36  － 4.7 4.6 4.5

17年４月期 616 (15.3) 69 64  － 8.2 6.8 7.7

（注）①期中平均株式数（連結） 18年４月期          19,410,905株 17年４月期 8,534,068株
②会計処理の方法の変更 無
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年４月期 15,723 8,489 54.0 436 55

17年４月期 16,530 8,188 49.5 841 28

（注）期末発行済株式数（連結） 18年４月期          19,410,640株 17年４月期 9,707,520株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

18年４月期 251 107 △1,232 1,432

17年４月期 1,115 △70 6 2,305

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年４月期の連結業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 7,720 20 12

通　期 18,400 570 320

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 16 円49 銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料

の８ページを参照してください。

－1－



１．企業集団の状況
　当社グループは、当社、連結子会社５社及び非連結子会社３社により構成されており、ＬＰガスの小売、卸売及びこ

れに付随する業務を行っているほか、ハワイウォーター（飲料水）の仕入販売（宅配）及びＬＰガスのお客様に対し生

活に関わるサービスを提供するホームサービス業務を行っております。なお、平成18年１月、白馬ウォーター株式会社

を新規設立し、連結子会社としております。同社は現在、平成18年８月の国内産ピュアウォーターの製造及び販売開始

に向けて準備を行っております。

　当社グループの事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置づけは、事業の種類別セグメントと同一の区分

であり、次のとおりであります。

事業区分 業務の内容 構成会社

ＬＰガス事業 ＬＰガス販売 当社

ＬＰガス関連器具販売 当社及びトーエルサービス（株）

ＬＰガス配管等工事 当社（外注先に委託）

ＬＰガス充填業務 当社

ＬＰガス容器耐圧再検査 （株）トーエルエンジニアリング

ホームサービス トーエルサービス（株）

ウォーター事業 ウォーター販売 当社

ハワイウォーター仕入 （株）ＨＷコーポレーション

ハワイウォーターの品質管理、生産・出荷状

況の把握（現地）
TOELL U.S.A. CORPORATION

国内産ピュアウォーターの製造 白馬ウォーター株式会社

(注1)持分法非適用の非連結子会社であるトーエルジャクソン㈱及び㈱ミナックスは現在営業を休止しております。

  (注2)白馬ウォーター株式会社は、平成18年６月９日付でアルプスウォーター株式会社へ商号変更しております。
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［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 
 ＜トーエルグループ＞  

株式会社トーエル  
(仕入・小売卸売業) 

お 客 さ ま  

 
ハワイウォーター販売  ＬＰガス販売 

  配管工事 

  器具販売 

 当社  

 連結子会社  仕入  

 非連結子会社で持分法非適用会社  

販売  

ハワイウォーターの品質管理  

生産・出荷状況の確認 

 

㈱ＨＷコーポレーション  

 

 

ハワイウォーターの仕入、 

マーケットリサーチ・宣伝広告 

TOE LL U .S.A. 
CORP ORATION  

 

白馬ウォーター㈱  

ピュアウォーターの製造 

 

トーエルサービス㈱  
 

東京興発㈱  

 

㈱トーエルエンジニアリング  

専門職管理・ホームサービス 

容器耐圧検査 

 

情報システム保守管理及び

福利厚生施設の管理  

  （注）白馬ウォーター株式会社は平成18年８月の国内産ピュアウォーターの製造及び販売に向けて準備を行っておりま

す。なお、白馬ウォーター株式会社は平成18年６月９日付でアルプスウォーター株式会社へ商号変更しております。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループはＬＰガス事業で独自に培った、家庭と直結した物流基盤と物流ノウハウを最大限に生かし、「豊か

な暮らしをサポートする企業」としてお客様に選ばれる企業を目指してまいりました。今後におきましても総合物流

改革のパイオニアの意気を持ち続け、安全性を第一に常に独自性を発揮し物流システムの効率性を高め、社会の信頼

に応えていきたいと考えております。

　経営理念である「SINCERITY（誠実さ）」を柱に、

①　徹底した「安全」と「満足」を提供して豊かで快適な暮らし造りに貢献します。

　ＬＰガスの供給という公共性の高い事業、飲料水の宅配という日常生活に不可欠の事業を通して、暮らしに安全

と満足を提供することで地域社会に貢献します。

②　公明・健全な安定経営に徹してお客様の信頼に応えます。

　経営を取り巻く法務リスク、情報リスクへの対応を強化し、経営監視機能の充実・経営情報の適時開示に努め、

コンプライアンス体制の充実を図る一方、事業の拡大と財務体質の充実により企業価値を高め、お客様を始めとす

るステークホルダーの信頼に応えてまいります。

③　スピードと行動力を第一に創意と熱意溢れる逞しい人材を育成します。

　人なくして企業の発展はありません。自己責任と社会的責任を柱とするトーエルマインドと社員としての誇りを

持ち、地域社会で信頼される人材の育成に努めます。責任と権限の明確な組織体制と透明な人事制度の確立に努め

ます。

④　独自性を追求します。

　創業以来の伝統である先見性、独自性、行動力に更に磨きをかけ、常に一歩先を行く企業を追求しつづけます。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは継続的且つ安定的な業績向上の実現を目指し、株主に対する適正な利益還元を重要な課題として経

営にあたっております。配当につきましては安定的な配当を維持する方針ですが、業績並びに配当性向を考慮しつつ

増配等による利益還元にも積極的にとりくみます。

　当期の期末配当金につきましては、当初予定通り１株につき10円の普通配当実施案を平成18年７月28日開催の第43

期定時株主総会へ付議する予定であります。

　なお、内部留保金につきましては、ＬＰガス営業権の獲得、およびＬＰガス供給設備、国産ピュアウォーター製造

設備などへの投資に充当し、今後の事業拡大につなげていく方針であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　個人投資家層の拡大、株式の流動性の向上は当社グループの資本政策上の重要課題であり、投資単位の引下げは有

効な施策であると考えており、平成17年12月に株式分割（１：２）を実施しました。引き続き業績や株価、市場の流

通動向を勘案しつつ、個人投資家が参加し易い環境作りに努めていく方針であります。

(4）目標とする経営指標

　主力事業であるＬＰガス事業及び第二の収益事業として育成しているウォーター事業も需要家件数の増加が業容拡

大並びに収益増加の必須条件であります。従って、増収の源泉となる需要家件数の着実な増加を重要な経営指標とし

て捉えております。利益に関しましては営業力を推し量る指標として売上高営業利益率の向上を、投資家に対する利

益還元力の指標として株主資本利益率（ROE）10％を中期的目標としております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループ主力事業のＬＰガス事業は価格競争の激化とＬＰガスの仕入価格の高値推移に直面しており、収益面

において当面は厳しい経営環境が予想されます。グループ全体の業容及び収益の拡大による企業価値増大を図るため、

平成19年４月期を初年度とする中期（３ヵ年）経営計画を策定し、平成20年度（平成21年４月期）に連結売上高200億

円、経常利益15億円の達成を目指してまいります。
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具体的な経営の目標と課題

会社の経営の基本方針の下、「お客様とのコミュニケーションの強化と信頼の確保」を課題とし、以下を確実に実

行しゆるぎない経営基盤を確立します。

① ＬＰガス事業における物流合理化の更なる追求による他社比優位性の拡大

② ウォーター事業における磐石な事業基盤の構築

③ 内部統制システムの強化と人材の育成

 

(6）会社の対処すべき課題

　ＬＰガス業界は、規制緩和が加速される中で、エネルギーを複合的に活用するベストミックスが叫ばれており、業

界垣根の低下と同時に、同業者間を越えて、電力・都市ガスも含めた競争時代に突入しております。また、仕入価格

の高騰・高止まりの状況下、営業体制の一段の強化が必要であると認識しております。

　当社グループの収益構造は従来、ＬＰガス事業でありましたが、ＬＰガス事業にホームサービス事業の展開も含め

顧客満足度の向上を図ると同時に、ハワイウォーターで築き上げたウォーター事業の基盤を更に強固にすべく平成18

年８月より北アルプスを水源とする国産ピュアウォーター（アルピナ）の製造販売を開始します。ブランドとして定

着したハワイウォーターと国内ピュアウォーターのラインアップをそろえて、販売の裾野を拡大し新たなマーケット

開拓に取り組んでまいります。

　ＬＰガス事業においては、当社グループの独自・優位な物流システムの効率化を更に進めるのと同時に、ＴＡＳＫ

戦略の強化および営業権への積極的な投資により顧客件数を増大し、エリア内顧客密度を高め、もって業容の拡大と

効率性の向上を図ってまいります。

　ホームサービスについては、消費者のニーズをとらえた商品・サービスの提供に努めてまいります。本サービスの

推進は、顧客の利便性を高めるとともに親しみやすさを重視する当社グループの企業姿勢を具現化するものであります。

　ウォーター事業には、重点的に投資を行ってまいります。国産ピュアウォーター製造販売事業には総額約８億円を

投資し、早期に事業基盤の確立を目指します。飲料水の需要期は気温の高い夏であり、ＬＰガスの需要期と逆の関係

であります。このことから、ウォーター事業の拡大は当社グループ収益の季節変動を補完するだけでなく、物流シス

テムを有効に活用することにより、季節間の業務量ギャップを縮小させることとなり、経営資本を効率的かつ有効に

回転させるものであります。当社グループの総力を挙げて、ウォーター事業を収益の第二の柱として育成してまいり

ます。

　当社グループは業界初のＧＰＳを駆使した物流総合システムを導入し、これにＰＤＡをドッキングさせた業務支援

システムを運用しております。これはＬＰガス・ハワイウォーターの各事業の根幹となる物流システムの効率性をＩ

Ｔの面から高めるものであり、顧客への対応を迅速にし、サービスの質において他社との差別化を可能とするものです。

　また、地球規模で環境への意識が高まっている状況を踏まえ、業界をあげて燃料電池やマイクロガスタービンといっ

た時代が要請する商品の開発に取組んでおりますが、一方ではクリーンなエネルギーであるＬＰガスへの関心と期待

が高まっております。このような状況の下、ＬＰガス事業者として、新技術の実用化拡大に向けた備えを万全とし、

更なる事業展開を展望しております。

　当社グループは、これまでに築き上げた顧客とのつながりを基盤に更なる発展を図り、業容の拡大に努めてまいり

ます。

(7）親会社等に関する事項

　該当する事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　本事項の詳細につきましては、平成18年５月31日付で株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、開示いたしまし

た「コーポレートガバナンスに関する報告書」をご参照下さい。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

 当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資が堅調に推移するとともに雇用情勢の改善、

底堅い個人消費の持続により、景気は内需主導で堅調に推移しました。しかし、原油価格の高値推移や国内金利上昇

への動き、また不透明な円／ドル為替の動向など、景気の先行きに対してはなお不安要素が残る状況にあります。

　ＬＰガス業界においては、原油価格の高騰からＬＰガスの輸入価格であるＣＰ（コントラクトプライス）が平成18

年２月に過去最高となる622ドル／トンまで高騰し、仕入価格が大幅に上昇するなど収益環境は極めて厳しいものとな

りました。

　このような状況の中、当社グループは主力のＬＰガス事業においては積極的な営業権の買取りや、ハウスメーカー

とのタイアップ強化、湾岸直送方式の推進等による新規顧客の増加・販売数量の増大を図る一方、仕入価格の上昇に

対しては小売価格の一部修正と物流コストの低減を進め、仕入コスト急増の影響を最小限に抑えて収益の確保に努め

ました。

　ウォーター事業につきましては、顧客数拡大の戦略が実を結び、売上高は前連結会計年度比85.4％の増加となり、

全体の収益の下支えに大きく寄与しました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は16,353百万円（前連結会計年度比15.7％増）となり、営業利益は489百万円

（前連結会計年度比30.0％減）、経常利益は匿名組合投資利益などの営業外収益の計上があったものの738百万円（前

連結会計年度比32.6％減）となりました。また、役員退職功労金などの特別損失の計上等もあり、当期純利益は391百

万円（前連結会計年度比36.5％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの概況は以下の通りです。

①　ＬＰガス事業

　ＬＰガス事業については、直売の新規需要家件数が前期比約5,000件増加したこと、及び需要期における寒波によ

り販売数量が前期比約3,200トン増加したことに加え、仕入価格の高騰に伴う販売価格の上昇により、売上高は15,025

百万円（前連結会計年度比12.0％増）となりました。又、仕入価格の大幅な上昇により、営業利益は1,589百万円と

なりました。

②　ウォーター事業

　ウォーター事業については、ハワイウォーターブランドの浸透と特徴であるピュアウォーターへの根強い需要を

背景に、顧客件数は前期比約14,000件増加し、売上高は1,328百万円（前連結会計年度比85.4％増）となり、営業利

益は99百万円となりました。

　なお、当社グループは当連結会計年度に全セグメントの資産の金額に占めるウォーター事業の資産の金額が10％

以上となったため、当連結会計年度より事業の種類別セグメント情報を記載しております。

(2）財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が704百万円

（前連結会計年度比34.2％減）と減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ873百万円減少し、当連結会計年度

末は、1,432百万円（前連結会計年度比37.9％減）となりました。

　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ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は251百万円（前連結会計年度比77.5％減）となりました。

　これは、売上債権の増加325百万円、法人税等の支払額561百万円があったものの、税金等調整前当期純利益が、704

百万円であったこと、また、減価償却費330百万円、営業権償却374百万円があったこと等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）

　投資活動の結果得られた資金は、107百万円（前連結会計年度比177百万円増）となりました。

　これは、有形固定資産の取得による支出774百万円、無形固定資産の取得による支出619百万円があったものの、定

期預金の払戻による収入825百万円、匿名組合からの現金分配額277百万円、貸付金の回収による収入174百万円、保険

積立金解約による収入170百万円があったこと等によるものであります。
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（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、1,232百万円（前連結会計年度比1,238百万円減）となりました。

　これは、長期借入金の返済による支出943百万円、社債の償還による支出110百万円及び配当金の支払193百万円が

あったこと等によるものであります。

（キャッシュ・フロー指標の推移）

 平成15年４月期 平成16年４月期 平成17年４月期 平成18年４月期 

株主資本比率（％） 41.3 43.5 49.5 54.0

時価ベースの株主資本比率（％） － － 45.2 50.7

債務償還年数（年） 5.4 4.4 3.9 13.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 10.7 13.9 15.4 5.1

　（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(3）事業等のリスク

　以下に記載する事項は将来の経営予測を行う上で、当連結会計年度末（平成18年４月30日）現在において当社グルー

プが認識または判断している事項であります。

①ＬＰガスの仕入価格が業績に与える影響について

　わが国のＬＰガスは調達の約80％を輸入に依存しております。輸入価格はサウジアラビアの国営石油企業サウジ

アラムコ社が毎月一方的に通告するＣＰ（コントラクトプライスといい同社と輸入業者間の契約価格）と円／ドル

為替相場により変動します。このＣＰは原油価格との連動性が強く、また世界経済の需給バランスの影響を受けま

す。仕入価格が当社の予想を超えて上昇し、販売価格の見直しが遅れた場合には、当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。

②業績の季節変動について

　ＬＰガスの需要は猛暑、冷夏、暖冬などの気候変動要因による気温及び水温の影響を大きく受けますが通常冬場

が需要のピークとなり、夏場は底になります。ＬＰガスと需要期が逆の関係にあるウォーター事業の拡大に注力し

ておりますが、現在ではこのＬＰガス事業の季節間の業績変動を補完する規模にはなっていないため、当社グルー

プの売上高及び利益は今後も下半期（11月～翌年４月）に偏重する傾向があります。

③顧客基盤について

　当社グループは顧客基盤の拡大を図るため、地道な新規開拓や地主・ハウスメーカーからの紹介案件の獲得の他、

販売店から営業権を譲り受ける等の顧客基盤拡大への営業努力を続けておりますが、一方で都市ガスへの切替や価

格競争等により同業他社への変更による顧客数の減少も起こっています。当社グループの計画通りに顧客獲得が進

まなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④ハワイウォーター事業について

　当社グループではハワイウォーター事業を平成14年１月より着手し、同年７月より本格的に開始いたしました。

本商品の調達に関しては、全量をアメリカ合衆国ハワイ州にある「ＭＥＮＥＨＵＮＥ ＷＡＴＥＲ ＣＯＭＰＡＮＹ，

ＩＮＣ．」から、当社の子会社である㈱ＨＷコーポレーションを通じて仕入れておりますが、仕入価格が米国ドル

建てを基調としているため為替の変動リスクがあります。一部為替予約を締結しリスクヘッジを行っておりますが、

想定している範囲を越えて円安が進んだ場合には、当社グループの業績は仕入価格の変動による影響を受ける可能

性があります。また、本商品の仕入は同社１社に依存しており同社に不測の事態が起こった場合や、政情や戦争等

によって海運上の輸送経路が長期間、遮断されるような事態が起こった場合には当社グループは本商品の供給に支

障が生じる可能性があり、業績に影響を与える可能性があります。
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⑤国産ピュアウォーター自社生産について

　当社グループは海外品のリスク対応に備える点も考慮しつつ、ピュアウォーターの幅広い需要層の開拓を目的に、

平成18年８月に国産ピュアウォーターの製造販売を開始します。既往の経験を生かし、品質管理には万全を期して

臨みますが、品質維持や製造の過程で予測を超えた障害が発生した場合には当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。

⑥人材の育成について

　当社グループは「豊かな暮らしをサポートする企業」を目指して、ＧＰＳ・ＰＤＡを使った業務支援システムを

活用し、ＬＰガス事業を基盤に積極的な新事業の拡大を図っております。このため、スキルある有能な人材を確保

していく必要があります。特にウォーター事業の発展のための有能な人材や、ＧＰＳシステムの有効活用のための

オペレーション能力・顧客対応能力に秀でた人材の確保、育成は重要な課題であります。当社グループでは、従来、

ＬＰガス事業において、新規及び中途採用により、接客経験が豊かな中高年や活力ある若手社員の採用に加えて、

他の企業で経験をつんだ一定水準のビジネスマナーを兼ね備えた人材（主として女性）を確保し、適材適所に配置

してまいりました。今後も引続き、社内教育体制の充実や、人材の確保に努めてまいりますが、当社グループの計

画どおりに、事業規模の拡大にあわせた人材の確保や育成が進まない場合には、当社グループの営業、業績に影響

を与える可能性があります。

(4）次期の見通し

　日本経済は多くの企業が過去最高益を更新するなど、景気は堅調な推移が予想されていますが、その一方で原油高

や外国為替相場の不透明な動向など、景気の拡大に対する不安要素が残っています。ＬＰガス業界においては原油高

に伴うＬＰガス仕入価格の動向が業績を左右する最大の要素となることが予想されます。

　このような中、当社グループはＬＰガス事業基盤の更なる拡充とともに、ウォーター事業基盤の早期拡充に向け経

営資源の投入を図り、積極的な事業展開を推進してまいります。

　次期連結会計年度の業績見通しにつきましては、売上高18,400百万円、経常利益570百万円、当期純利益320百万円

を見込んでおります。前連結会計年度比増収減益の業績予想となりますが、主な要因はLPガスの平均仕入価格の更な

る上昇予測、及び国産ピュアウォーター製造にかかわる先行投資負担を見込んでいるためです。

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
　当社は平成17年２月25日のジャスダック上場の際の公募増資と平成17年３月28日を払込期日とした第三者割当増資に

より900百万円の資金を調達いたしました。

(1）資金使途計画

　調達資金は設備資金に250百万円、営業権の取得に500百万円、その他は主に借入金の返済に充当する予定であります。

(2）資金充当実績

　資金使途計画については、概ね計画どおりに進行中であります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金  3,131,186 1,432,180  

２．受取手形及び売掛金 ※３ 2,182,889 2,511,761  

３．たな卸資産 677,613 929,212  

４．繰延税金資産 65,715 51,550  

５．その他 365,504 281,380  

貸倒引当金 △24,308 △25,183  

流動資産合計 6,398,601 38.7 5,180,901 33.0 △1,217,699

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1)建物及び構築物 ※２ 2,886,880 3,038,064  

減価償却累計額 1,263,617 1,623,262 1,364,291 1,673,772  

(2)機械装置及び運搬
具

1,996,755 1,726,920  

減価償却累計額 1,190,787 805,968 1,061,655 665,265  

(3)工具器具及び備品 202,017 237,730  

減価償却累計額 129,198 72,818 145,243 92,487  

(4)土地 ※２ 4,070,701 4,266,622  

(5)建設仮勘定 22,798 169,770  

有形固定資産合計 6,595,550 39.9 6,867,918 43.6 272,368

２．無形固定資産  

(1)営業権 657,888 884,073  

(2)その他 64,340 73,191  

無形固定資産合計 722,229 4.4 957,264 6.1 235,034
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前連結会計年度
（平成17年４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券 ※１,２ 502,371 728,566  

(2)長期貸付金 606,978 519,896  

(3)繰延税金資産 312,265 206,533  

(4)保険積立金 666,592 595,497  

(5)その他 886,987 837,054  

貸倒引当金 △161,140 △170,158  

投資その他の資産合
計

2,814,054 17.0 2,717,390 17.3 △96,663

固定資産合計 10,131,834 61.3 10,542,573 67.0 410,739

資産合計 16,530,435 100.0 15,723,475 100.0 △806,960

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 ※２,３ 1,438,411 1,849,823  

２．短期借入金 ※２ 483,000 500,000  

３．1年以内返済予定長
期借入金

※２ 760,500 581,972  

４．1年以内償還予定社
債

110,000 510,000  

５．未払法人税等 336,942 57,753  

６．賞与引当金 80,510 97,095  

７．その他 1,111,313 1,027,057  

流動負債合計 4,320,677 26.2 4,623,701 29.4 303,024
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前連結会計年度
（平成17年４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債  

１．社債 1,165,000 655,000  

２．長期借入金 ※２ 1,792,080 1,026,932  

３．繰延税金負債 8,598 8,435  

４．退職給付引当金 151,793 168,231  

５．役員退職慰労引当金 558,683 482,389  

６．その他 344,833 269,358  

固定負債合計 4,020,988 24.3 2,610,347 16.6 △1,410,640

負債合計 8,341,666 50.5 7,234,049 46.0 △1,107,616

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※５ 555,282 3.4 555,282 3.5 －

Ⅱ　資本剰余金 1,272,666 7.7 1,272,666 8.1 －

Ⅲ　利益剰余金 6,126,182 37.0 6,300,355 40.1 174,173

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

234,638 1.4 362,833 2.3 128,195

Ⅴ　自己株式 ※６ － － △1,713 △0.0 △1,713

資本合計 8,188,769 49.5 8,489,425 54.0 300,655

負債資本合計 16,530,435 100.0 15,723,475 100.0 △806,960
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 14,135,212 100.0 16,353,741 100.0 2,218,528

Ⅱ　売上原価 8,850,088 62.6 10,577,155 64.7 1,727,067

売上総利益 5,285,124 37.4 5,776,586 35.3 491,461

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 4,584,830 32.4 5,286,704 32.3 701,874

営業利益 700,294 5.0 489,881 3.0 △210,413

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 27,815 22,305  

２．受取配当金 2,705 4,373  

３．賃貸収入 26,191 26,557  

４．匿名組合投資利益 174,982 199,097  

５．連結調整勘定償却額 6,072 -  

６．保険解約益 259,091 70,033  

７．その他 81,281 578,140 4.0 50,306 372,674 2.3 △205,466

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 75,555 53,071  

２．新株発行費 14,000 1,901  

３．株式公開費用 38,810 -  

４．賃貸費用 22,328 21,839  

５．支払手数料 - 25,500  

６．その他 32,961 183,656 1.3 21,943 124,256 0.8 △59,400

経常利益 1,094,777 7.7 738,299 4.5 △356,478

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※２ 2,207 2,207 0.0 1,096 1,096 0.0 △1,110

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※３ 11,565 152  

２．固定資産除却損 ※４ 14,902 4,183  

３．投資有価証券評価損 -   261    

４．役員退職功労金 - 26,467 0.1 30,000 34,597 0.2 8,130

税金等調整前当期純利
益

1,070,517 7.6 704,797 4.3 △365,719

法人税、住民税及び事
業税

464,011 280,156  

法人税等調整額 △9,768 454,243 3.2 33,197 313,354 1.9 △140,889

当期純利益 616,274 4.4 391,443 2.4 △224,830
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 743,916 1,272,666 528,750

Ⅱ　資本剰余金増加高  

1．増資による新株式の発
行

528,750 528,750 - - △528,750

Ⅲ　資本剰余金期末残高 1,272,666 1,272,666 - 

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,638,558 6,126,182 487,624

Ⅱ　利益剰余金増加高  

1．当期純利益 616,274 616,274 391,443 391,443 △224,830

Ⅲ　利益剰余金減少高  

1．配当金 108,650 194,150  

2．役員賞与 20,000 128,650 23,120 217,270 88,620

Ⅳ　利益剰余金期末残高 6,126,182 6,300,355 174,173
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　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 1,070,517 704,797  

減価償却費 343,410 330,906  

営業権償却 305,390 374,182  

連結調整勘定償却額 △2,472 －  

貸倒引当金の増加額（△減少額） △7,876 9,893  

賞与引当金の増加額 4,160 16,585  

退職給付引当金の増加額 505 16,438  

役員退職慰労引当金の増加額（△減
少額）

18,131 △76,293  

受取利息及び受取配当金 △30,520 △26,679  

支払利息 75,555 53,071  

新株発行費 14,000 1,901  

保険解約益 △259,091 △70,033  

匿名組合投資利益 △174,982 △199,097  

固定資産売却益 △2,207 △1,096  

固定資産売却損 11,565 152  

固定資産除却損 14,902 4,183  

売上債権の増加額 △197,510 △325,539  

たな卸資産の増加額 △32,244 △251,598  

仕入債務の増加額 184,614 411,813  

割賦未払金の減少額 △6,799 △81,293  

未払金の増加額(△減少額) △3,182 14,455  

預り金の増加額 40,602 69,657  

役員賞与の支払額 △20,000 △23,120  

その他 111,025 △117,696  

小計 1,457,493 835,590 △621,903

利息及び配当金の受取額 30,929 26,260  

利息の支払額 △72,492 △49,172  

法人税等の支払額 △300,426 △561,374  

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,115,502 251,303 △864,199
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前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 46,308 825,977  

有形固定資産の取得による支出 △470,469 △774,808  

有形固定資産の売却による収入 14,578 164,524  

無形固定資産の取得による支出 △329,895 △619,968  

投資有価証券の取得による支出 △13,063 △11,723  

貸付けによる支出 △51,565 △50,384  

貸付金の回収による収入 195,243 174,493  

匿名組合からの現金分配額 107,237 277,881  

保険積立金の解約による収入 509,868 170,039  

保険積立金の積立による支出 △24,223 △34,630  

その他 △54,035 △13,775  

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,016 107,624 177,640

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額 43,000 17,000  

長期借入れによる収入 600,000 －  

長期借入金の返済による支出 △1,004,415 △943,676  

社債の償還による支出 △410,000 △110,000  

株式の発行による収入 886,989 －  

自己株式の取得による支出 － △1,713  

配当金の支払額 △108,650 △193,664  

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,924 △1,232,053 △1,238,977

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △73 95 168

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

1,052,336 △873,029 △1,925,366

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,252,872 2,305,209 1,052,336

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,305,209 1,432,180 △873,029
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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16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社

子会社のうち、東京興発㈱、トーエ

ルサービス㈱、㈱トーエルエンジニア

リング、㈱ＨＷコーポレーションの４

社を連結の対象としております。

(1)連結子会社

子会社のうち、東京興発㈱、トーエ

ルサービス㈱、㈱トーエルエンジニア

リング、㈱ＨＷコーポレーション、白

馬ウォーター㈱の５社を連結の対象と

しております。

なお、白馬ウォーター㈱は平成18年

１月に新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。また、白馬ウォー

ター㈱は、平成18年６月にアルプス

ウォーター㈱へ商号変更しております。

(2)非連結子会社

トーエルジャクソン㈱、㈱ミナック

ス、TOELL U.S.A.CORPORATIONの３社で

あります。

なお、㈱アイビーは、商号変更によ

り平成16年５月に㈱ミナックスになり

ました。

また、TOELL U.S.A.CORPORATIONは平

成16年８月に新たに設立いたしました。

(2)非連結子会社

トーエルジャクソン㈱、㈱ミナック

ス、TOELL U.S.A.CORPORATIONの３社で

あります。

 

(3)非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由

上記非連結子会社はいずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、連結の範囲から除外してお

ります。

(3)非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由

 

 

 

同　　　　左

２．持分法の適用に関する事項 上記非連結子会社は、それぞれ当期

純損益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除外し

ております。

同　　　　左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しております。
同　　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

４．会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は、全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定)を採用しております。

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 

 

同　　　　左

時価のないもの

移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同　　　　左

②デリバティブ

時価法を採用しております。

②デリバティブ

同　　　　左

③たな卸資産

商品、製品

　　総平均法による原価法を採

用しております。

③たな卸資産

商品、製品

同　　　　左

仕掛品

　　個別法による原価法を採用

しております。

仕掛品

同　　　　左

貯蔵品

　　最終仕入原価法を採用して

おります。

貯蔵品

同　　　　左

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物 10年～50年

機械装置及び運搬具６年～15年

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

 

 

 

 

同　　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づいております。

また、営業権については商法に

規定する最長期間(５年)にわたり

均等償却をしております。

②無形固定資産

 

 

 

同　　　　左

 
③長期前払費用

　　　　均等償却を採用しております。

③長期前払費用

同　　　　左

(3)重要な繰延資産の処理方法 (3)重要な繰延資産の処理方法

新株発行費

支出時に全額費用処理しており

ます。

新株発行費

同　　　　左

(4)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(4)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

 

 

同　　　　左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当連結

会計年度負担額を計上しておりま

す。

②賞与引当金

 

同　　　　左

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

退職給付に係る会計基準に言う

「簡便法」に基づき、連結会計年

度末における退職給付債務の額を

計上しております。

③退職給付引当金

 

 

同　　　　左

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

 

同　　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

(5)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(5)重要なリース取引の処理方法

 

 

同　　　　左

(6)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、金利スワップについて、特例

処理を採用しております。

(6)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

 

同　　　　左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

通貨オプション 仕入予定取引

金利スワップ 借入金

同　　　　左

③ヘッジ方針

為替変動リスク及び市場金利の変動

リスクを回避することを目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であ

ります。また、仕入計画策定時及び資

金調達時に当社グループの社内規程に

従い決裁しております。

③ヘッジ方針

 

 

同　　　　左

④ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動額の累計額と、

ヘッジ対象の変動額の累計額を比較す

ることにより、有効性の評価を行って

おります。ただし、金利スワップは特

例処理の要件を満たしており、有効性

の評価を省略しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

 

 

 

同　　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

(7)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

(7)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①消費税等の会計処理

同　　　　左

　②匿名組合契約による持分の会計処理

　レバレッジドリース

当社グループの出資に係る匿名組合

の持分を適正に評価するために、当社

グループの出資額180,101千円を投資

その他の資産の「その他」に含めて計

上し、同匿名組合の累積損失額のうち

当社グループに帰属する金額121,260

千円を流動負債の「その他」に含めて

計上しております。

また、出資に係る損益は同組合が定

める計算期間及び当社グループの持分

相当額により、当連結会計年度に属す

る額を匿名組合投資利益として営業外

収益に計上しております。

　②匿名組合契約による持分の会計処理

　レバレッジドリース

当社グループの出資に係る損益は同

組合が定める計算期間及び当社グルー

プの持分相当額により、当連結会計年

度に属する額を匿名組合投資利益とし

て営業外収益に計上しております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同　　　　左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は、５年間で均等償却

しております。なお、金額が僅少なも

のについては一括償却しております。

 

──────

 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について連結会計年度中に確定

した利益処分又は損失処理に基づいて

作成しております。

同　　　　左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。

同　　　　左
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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16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

──────

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。
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  表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

めて表示しておりました「保険解約益」は、当連結会計

年度において営業外収益の100分の10を超えたため、区分

掲記しました。

  なお、前連結会計年度における営業外収益の「その他」

に含まれている「保険解約益」は16,906千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

  前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「保険

解約益」は、重要性が増したため当連結会計年度におい

て区分掲記しました。

  なお、前連結会計年度における営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれている「保険解約益」

は16,906千円であります。

   （連結損益計算書）

  前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「支払手数料」は、当連結会計

年度において営業外費用の100分の10を超えたため、区分

掲記しました。

  なお、前連結会計年度における営業外費用の「その他」

に含まれている「支払手数料」は10,000千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30日）

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）　　　　　　　　11,156千円

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）　　　　　　  11,156 千円

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

担保提供資産

建物及び構築物 1,084,233 千円

土地 2,811,527

投資有価証券 47,640

　　合計 3,943,401

担保提供資産

建物及び構築物 1,127,459 千円

土地 2,890,534

投資有価証券 93,680

　　合計 4,111,674

上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 250,000 千円

短期借入金 365,000

1年以内返済予定長期借入金 522,426

長期借入金 1,755,520

　　合計 2,892,946

上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 250,000 千円

短期借入金 418,650

1年以内返済予定長期借入金 575,972

長期借入金 1,011,932

　　合計 2,256,554

※３．連結会計年度末日満期手形 ※３．連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当連結会計年

度末日が金融機関の休日のため、次の連結会計年度末

日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当連結会計年

度末日が金融機関の休日のため、次の連結会計年度末

日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　27,780 千円

　　　支払手形　　　　　　　　　　　　24,289 千円

　　　受取手形　　　　　　　　　　　  22,420 千円

　　　支払手形　　　　　　　　　      22,338 千円

　４．偶発債務 　４．偶発債務

(1)借入債務に係る債務保証

連結子会社役員1名 1,641 千円

従業員10名 112,263

　　合計 113,904

(2)割賦購入債務に係る担保買取予約

取引先　㈱イノウエ 85,536

取引先　㈱カワラバ 26,350

　　合計 111,886

(1)借入債務に係る債務保証

連結子会社役員1名 1,356 千円

従業員7名 71,463

　　合計 72,820

(2)割賦購入債務に係る担保買取予約

取引先　㈱イノウエ 75,504

取引先　㈱カワラバ 24,070

　　合計 99,574

※５．発行済株式総数

普通株式　　　9,707,520株

※５．発行済株式総数

普通株式　   19,415,040 株

※６．自己株式の保有数

──────

※６．自己株式の保有数

普通株式　        4,400 株

　７．　　　　　　　――――――

 

　７．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次の通りであります。

 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額

     3,000,000千円

借入実行残高     500,000千円

差引額   2,500,000千円

－23－



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日

至　平成17年４月30日)

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日)

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与手当・賞与 1,049,429千円

賞与引当金繰入額 80,510

退職給付費用 34,910

役員退職慰労引当金繰入額 23,721

減価償却費 331,334

営業権償却 305,390

連結調整勘定償却額 3,600

販売促進費 833,763

貸倒引当金繰入額 2,170

給与手当・賞与 1,208,931千円

賞与引当金繰入額 97,035

退職給付費用 38,924

役員退職慰労引当金繰入額 27,956

減価償却費 319,233

営業権償却 374,182

販売促進費 996,055

貸倒引当金繰入額 24,018

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,207千円

計 2,207

機械装置及び運搬具 1,096千円

計 1,096

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 5,293千円

機械装置及び運搬具 85

工具器具及び備品 219

土地 5,966

計 11,565

機械装置及び運搬具      152千円

計

 

152

  

  

  

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 7,661千円

機械装置及び運搬具 7,240

計 14,902

建物及び構築物      1,213千円

機械装置及び運搬具 2,870

工具器具及び備品 100

計 4,183

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日

至　平成17年４月30日)

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成17年４月30日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成18年４月30日現在）

現金及び預金勘定 3,131,186千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △825,977

現金及び現金同等物 2,305,209

現金及び預金勘定 1,432,180千円

現金及び現金同等物 1,432,180
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日

至　平成17年４月30日)

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び運搬
具

54,434 10,813 43,620

工具器具及び備品 283,366 75,733 207,633

(無形固定資産)
その他

199,156 69,595 129,560

合計 536,956 156,142 380,814

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び運搬
具

198,870 26,467 172,403

工具器具及び備品 515,832 122,675 393,156

(無形固定資産)
その他

149,556 52,366 97,189

合計 864,258 201,509 662,749

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 92,721千円

１年超 293,091千円

合計 385,813千円

１年内 143,268千円

１年超 529,795千円

合計      673,064千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 90,836千円

減価償却費相当額 84,571千円

支払利息相当額 9,226千円

支払リース料      129,769千円

減価償却費相当額     119,243千円

支払利息相当額   15,386千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左

オペレーティング・リース取引

──────

オペレーティング・リース取引

未経過リース料    

 １年内      13,772千円

 １年超     40,314千円

合計   54,086千円
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度
（平成17年４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

(1)株式 87,336 480,365 393,028 94,143 702,307 608,163

(2)債券 ─ ─ ─ ― ― ―

(3)その他 ─ ─ ─ ― ― ―

小計 87,336 480,365 393,028 94,143 702,307 608,163

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

(1)株式 ─ ─ ─ 4,917 4,515 402

(2)債券 ─ ─ ─ ― ― ―

(3)その他 ─ ─ ─ ― ― ―

小計 ─ ─ ─ 4,917 4,515 402

合計 87,336 480,365 393,028 99,060 706,822 607,761

　（注）その他有価証券で時価のあるものの減損処理に当たっての社内基準については、時価が取得原価に比べて50％以

上下落したもの、及び時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落しているもののうち、過去2年間の決算日に

おける時価が連続して同程度下落しているものについて減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度
（平成17年４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

　①非上場株式 850 588

　②優先出資証券 10,000 10,000

　　　合　　計 10,850 10,588
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日

至　平成17年４月30日)

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日)

(1)取引の内容

当社グループが利用しているデリバティブ取引は、通

貨オプション取引、及び金利スワップ取引であります。

(1)取引の内容

　　　　　　　　同　　　　左

(2)取引に対する取組方針、利用目的

当社グループのデリバティブ取引は、将来の為替相場

の変動等による液化石油ガスの仕入価格の変動によるリ

スク及び将来の金利の変動によるリスク回避を目的とし

ており、投機的な取引は行わない方針であります。

なお、上記すべてのデリバティブ取引については、

ヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の方法につ

いては、連結財務諸表作成のための基本となる事項４.

会計処理基準に関する事項(６)重要なヘッジ会計の方法

に記載のとおりであります。

(2)取引に対する取組方針、利用目的

 

 

 

 

同　　　　左

(3)取引に係るリスクの内容

当社グループのデリバティブ取引は、通貨オプション

取引については、為替変動リスク、金利スワップ取引に

ついては、市場金利の変動リスクを有しております。

なお、すべての取引の契約先は、国内の大手金融機関

であるため、相手方の契約不履行による信用リスクは低

いと認識しております。

(3)取引に係るリスクの内容

　　　　　　　　同　　　　左

(4)取引に係るリスク管理体制

　仕入計画の策定時及び資金調達時に取締役会の承認を

得ており、財務グループが実行管理を行っております。

(4)取引に係るリスク管理体制

 

同　　　　左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度　（平成17年４月30日現在）

　　　　　通貨オプション取引については、ヘッジ会計を適用しており、また、金利スワップ取引については、「金

融商品に係る会計基準」の特例処理を適用しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度　（平成18年４月30日現在）

　　　　　通貨オプション取引については、ヘッジ会計を適用しており、また、金利スワップ取引については、「金

融商品に係る会計基準」の特例処理を適用しているため、記載を省略しております。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　　当社グループは、全従業員を対象に退職一時金制度を採用しております。また、一部の従業員を除いて中

小企業退職金共済事業団の退職金共済制度に加入しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30日）

退職給付債務

退職給付引当金

△151,793千円

△151,793千円

△168,231千円

△168,231千円

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

勤務費用

中小企業退職共済掛金

臨時退職金

退職給付費用

19,056千円

14,850千円

1,003千円

34,910千円

22,769千円

16,155千円

-  千円

38,924千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　　提出会社及び連結子会社の退職給付債務は、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額から退職金共済制

度による期末充当額を差し引いた金額としております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日

至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

貸倒引当金繰入限度超過額 68,756千円

退職給付引当金繰入超過額 61,088

役員退職慰労引当金 225,103

ゴルフ会員権評価損 113,626

その他 68,846

繰延税金資産合計 537,421

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △158,390

その他 △9,648

繰延税金負債合計 △168,039

繰延税金資産の純額 369,382

（繰延税金資産）

貸倒引当金繰入限度超過額 72,613千円

退職給付引当金 67,797

役員退職慰労引当金 194,403

ゴルフ会員権評価損 113,626

その他 55,783

繰延税金資産合計 504,224

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △244,927

その他 △9,648

繰延税金負債合計 △254,576

繰延税金資産の純額 249,647

(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 65,715千円

固定資産－繰延税金資産 312,265

固定負債－繰延税金負債 △8,598

流動資産－繰延税金資産 51,550千円

固定資産－繰延税金資産 206,533

固定負債－繰延税金負債 △8,435

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.3％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.9

住民税均等割 0.9

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
42.4

法定実効税率 40.3％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.9

住民税均等割 1.3

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
44.5

－29－



⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額に占める「ＬＰガス事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自平成17年５月１日　至平成18年4月30日）

　当連結会計年度より、ウォーター事業の資産の金額が全セグメントの資産の金額の10％以上となったため、

事業の種類別セグメント情報を記載しております。

ＬＰガス事業
（千円）

ウォーター事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 15,025,175 1,328,566 16,353,741 － 16,353,741

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 15,025,175 1,328,566 16,353,741 － 16,353,741

 営業費用 13,435,387 1,228,829 14,664,217 1,199,642 15,863,860

 営業利益 1,589,787 99,736 1,689,524 (1,199,642) 489,881

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出
     

資産 8,536,985 1,682,069 10,219,054 5,504,420 15,723,475

減価償却費 584,835 48,971 633,807 59,609 693,416

資本的支出 838,799 302,458 1,141,257 238,999 1,380,257

　（注）１．事業の区分の方法

　　　　　　　事業の区分は、親会社の商品部門を基礎として、商品の種類の共通性により区分しております。

　　　　２．各事業の主要な商品

　　　　　（1）ＬＰガス事業……家庭用・業務用ＬＰガス、ＬＰガス設備、ガス機器、住設機器

　　　　　（2）ウォーター事業…清涼飲料水（ハワイウォーター）、サーバー

　　　　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、1,199,642千円であり、主として

親会社の本社管理部門に係る費用であります。

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5,504,420千円であり、主として親会社の現預金

及び投資有価証券並びに親会社の本社管理部門に係る資産であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）及び当連結会計年度（自平成17年５月１日　

至平成18年4月30日）

当社及び連結子会社の事業は全て国内で行われており、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）及び当連結会計年度（自平成17年５月１日　

至平成18年4月30日）

　当社及び連結子会社は、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

佐藤　智

(当社代表

取締役稲永

修の配偶者

の弟)

― ―
個人事業

者
なし ― ―

オートガスス

タンド管理、

ＬＰガスの配

送等の委託

(注1)

21,414 買掛金 2,120

十川　祐子

(当社代表

取締役稲永

稔の長女)

― ― ― なし ― ―

LPガス貯蔵施

設用土地購入

(注2)

30,667 ― ―

内藤　剛司

(当社取締

役内藤儀彦

の長男)

― ―
当社従業

員
なし ― ―

債務保証

(注3)

(保証額)

30,888
― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)オートガススタンド管理料及びＬＰガスの配送料については、当社と関連を有しない他業者との取引条件を勘案し

決定しております。

(注2)土地等の売買価格は、不動産鑑定士の鑑定評価額にもとづき決定しております。

(注3)当社役員の近親者１名の銀行借入に対する債務保証（企業保証型住宅ローン利用者は計11名）を行っております。

なお、保証料等は受け取っておりません。

　上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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当連結会計年度（自平成17年５月１日　至平成18年４月30日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

佐藤　智

(当社代表

取締役稲永

修の配偶者

の弟)

― ―
個人事業

者
なし ― ―

オートガスス

タンド管理、

ＬＰガス、ハ

ワイウォー

ターの配送等

の委託

(注1)

26,370 買掛金 2,518

オートガス売

上

(注2)

1,068 売掛金 113

内藤　剛司

(当社取締

役内藤儀彦

の長男)

― ―
当社従業

員
なし ― ―

債務保証

(注3)

(保証額)

30,182
― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)オートガススタンド管理料及びＬＰガスの配送料については、当社と関連を有しない他業者との取引条件を勘案し

決定しております。

(注2)オートガス売上については、当社と関連を有しない他業者との取引条件を勘案し決定しております。

(注3)当社役員の近親者１名の銀行借入に対する債務保証（企業保証型住宅ローン利用者は計８名）を行っております。

なお、保証料等は受け取っておりません。

　上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日)

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日)

１株当たり純資産額 841.28円

１株当たり当期純利益金額 69.64円

１株当たり純資産額      436.55円

１株当たり当期純利益金額      19.36円

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成16年８月17日付で株式１株につき30株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成17年12月20日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 816.23円

１株当たり当期純利益金額 63.13円

１株当たり純資産額       420.64円

１株当たり当期純利益金額     34.82円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日)

当期純利益（千円） 616,274 391,443

普通株主に帰属しない金額（千円） 22,000 15,700

（うち利益処分による役員賞与金） (22,000) (15,700)

普通株式に係る当期純利益（千円） 594,274 375,743

期中平均株式数（株） 8,534,068 19,410,905

（重要な後発事象）

前連結会計年度　(自　平成16年５月１日　至　平成17年４月30日)

該当事項はありません。

当連結会計年度　(自　平成17年５月１日　至　平成18年４月30日)

該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）商品仕入実績

 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

前連結会計年度
（自平成16年５月１日
至平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自平成17年５月１日
至平成18年４月30日）

増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

ＬＰガス事業 8,123,184 96.3 9,990,492 94.3 1,867,307 30.0

ウォーター事業 314,833 3.7 602,596 5.7 287,763 91.4

合計 8,438,017 100.0 10,593,088 100.0 2,155,071 25.5

　（注）１．金額は仕入価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

前連結会計年度
（自平成16年５月１日
至平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自平成17年５月１日
至平成18年４月30日）

増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

ＬＰガス事業 13,418,444 94.9 15,025,175 91.9 1,606,731 12.0

小売業 7,528,966 53.3 8,233,458 50.4 704,491 9.4

総合管理（注）３． 1,278,928 9.0 1,241,086 7.6 △37,841 △3.0

卸売 4,610,550 32.6 5,550,630 33.9 940,080 20.4

ウォーター事業 716,768 5.1 1,328,566 8.1 611,797 85.4

合計 14,135,212 100.0 16,353,741 100.0 2,218,528 15.7

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．総合管理とは、当社が販売店の小売顧客サービスについて当社の小売顧客と同様の管理を委託されてＬＰガ

ス供給を行う販売形態であり、営業権（販売店が小売顧客へガスを販売する権利）を持つ販売店にはロイヤ

リティの支払をする取引形態であります。
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