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１．平成18年６月期の連結業績（平成17年７月１日～平成18年６月30日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月期 15,482  ( 105.7) 769 (　20.1) 772 (　23.9)

17年６月期 7,526 (　12.6) 640 (　41.2) 623 (　38.9)

 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

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年６月期 613 (110.5) 81 51 80 53 22.9 7.4 5.0

17年６月期 291 ( 43.1) 35 53 35 25 13.2 7.5 8.3

（注）①持分法投資損益 18年６月期  △28百万円 17年６月期  △10百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年６月期 7,525,333株 17年６月期 7,488,460株

 ③会計処理の方法の変更 有

 ④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、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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

18年６月期 11,832 3,963 25.1 392 12

17年６月期 8,950 2,382 26.6 314 73

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月期 7,573,660株 17年６月期 7,488,460株

(3)連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
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６月期 2,130 △233 △323 5,575

17年６月期 1,129 △877 347 4,002

(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 6社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 3社　（除外） 1社　持分法（新規） －社　（除外） －社

２．平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６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 9,731  △48  328  

通　期 21,220  539  624  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 41円24銭  

（注）平成18年５月10日開催の取締役会決議により、平成18年６月30日現在の株主に対し平成18年７月１日をもって、
普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項は添付資料の７ページをご参照ください。

－ 1 －

http://www.ichitaka.co.jp


１．企業集団の状況

　当社グループは、当社（株式会社一髙たかはし）、連結子会社６社及び持分法適用関連会社１社により構成されてお

り、燃料及び燃焼機器等の販売を行うエネルギー事業、事業者と消費者の決済システムを中心としたシステム事業、家

庭生活や事業者の活動を支援するその他事業を行っております。

　なお、連結子会社のうち、ウェルネット㈱はジャスダック証券取引所（銘柄コード：２４２８）に上場しております。

　事業の系統図は以下のとおりであります。（平成18年６月30日現在）

 

空調・衛生設備工事 空調・衛生設備工事 

◎ 連結子会社  ○ 持分法適用関連会社 
  外部顧客に対する販売・サービス 
  グループ内部の事業取引 

エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業

 

シ
ス
テ
ム
事
業

 

そ
の
他
事
業
※5 

 

㈱

一

髙

た

か

は

し

（

当

社

）

 

 
 
 
 
ＬＰガス・灯油等燃料
類販売 
 
 
 

ﾋﾞﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 
ｼｽﾃﾑ開発関連ｻｰﾋﾞｽ 
PIN ｵﾝﾗｲﾝ販売 

燃焼機器類販売・ 
 修理及び据付工事 

空調・衛生設備工事 

ｵﾌｨｽ用品通信販売 
ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ販売※4 

需

要

者

（

消

費

者

）

 

ｵｰﾄｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ運営 

ＬＰｶﾞｽ・灯油・重油 

燃焼機器類販売・修理及び据付工事 

○ユニガスＬＬＣ 
      (ﾓﾝｺﾞﾙ) 

 

ＬＰｶﾞｽ 

◎㈱いちたか 
  サンテック※3 

事

業

者

 

◎ウェルネット㈱ 
決済手段の提供 

ﾋﾞﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 

ｼｽﾃﾑ開発関連ｻｰﾋﾞｽ 

ﾋﾞﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 

PIN ｵﾝﾗｲﾝ販売 

ｼｽﾃﾑ開発関連ｻｰﾋﾞｽ 

ｵﾌｨｽ用品通信販売、ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ販売 

◎㈱はまなす 

   エネルギー※1 
ＬＰｶﾞｽ・灯油 

◎㈱中浜商店※1 

ＬＰｶﾞｽ・灯油・重油 

軽油・ｶﾞｿﾘﾝ ＬＰｶﾞｽ 

◎㈱髙野商店※2 ＬＰｶﾞｽ・灯油・重油 ＬＰｶﾞｽ 

◎㈱丸佐佐藤燃料※1 ＬＰｶﾞｽ・灯油 ＬＰｶﾞｽ 

※1.当連結会計年度における異動状況は、以下のとおりであります。

会社名 区分 異動年月 異動理由

㈱中浜商店 連結（新規） 平成17年８月 株式の取得

㈱プリフォーム 連結（除外） 平成17年８月 株式の譲渡

㈱はまなすエネルギー 連結（新規） 平成17年12月 新規設立

㈱丸佐佐藤燃料 連結（新規） 平成18年５月 株式の取得

※2.㈱髙野商店は、平成17年９月27日に㈱〆の一髙野商店から商号変更しております。

※3.㈱いちたかサンテックは、平成18年６月28日に朝日設備㈱から商号変更しております。

※4.ペットフード販売は、平成17年10月より開始しましたが、商品開発の進展が仕入・販売ルートの双方で見込みが

立たないため、事業を中止することといたしました。

※5.生活ソリューション事業は、重要性の低下によりその他事業で表示しております。詳細については、33ページ「⑦

セグメント情報」をご参照ください。
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２．経営方針

（1）経営の基本方針

　当社は、「エネルギーを通して、お客様へのお役立ち、社員へのお役立ち」を経営理念としております。

　この経営理念は、当社の主力としてきた家庭用燃料販売を通して、お客様に身近に親身に接し、お客様から寄せ

られるさまざまなご希望にお応えする他、燃料販売以外の業務においてもお客様のパートナーとして存在すること

により、お客様の視点からより良い生活関連サービスの提供を実現していくことを表しています。

　また、当社グループは、エネルギー事業として当社のほかに連結子会社４社、持分法適用関連会社１社及びジャ

スダック証券取引所に上場しているシステム事業子会社のウェルネット株式会社並びにエネルギー事業とシナジー

を持つその他事業子会社の３つの事業グループで構成されております。

今後も、顧客視点に立った事業活動と社員の活動ステージの創造を通して、バランス経営を心がけた事業の成長を

通して、株主価値の向上及び社会への貢献を推進してまいります。

（2）利益配分に関する基本方針

　当社グループの利益配分は、業績に裏付けられた安定的かつ継続的配当を行うことを最大課題としております。

　当期の期末配当金につきましては、当初予定１株につき7円50銭から、平成18年５月10日開示のとおり１株につき

10円に増配する配当実施案を平成18年９月28日開催の第47期定時株主総会にてご提案申し上げる予定でございます。

　なお内部留保金につきましては、主としてエネルギー顧客数の拡大に伴う設備及び当社子会社成長のための投資

資金に充当し、今後の事業発展に努めてまいります。

（3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、個人投資家の拡大と株式流通の活性化を図るため、平成18年７月に株式分割（１：２）を行ない、投資

単位の引き下げを実施しました。

　現段階においては、投資単位の引き下げ実施直後で、当社の株価水準は、投資単位の引き下げを実施する状況に

あるとは考えておりませんが、引き続き、業績、市況を勘案しつつ、個人投資家が参加しやすい環境作りに努めて

まいります。

（4）目標とする経営指標

　当社は、企業運営の本来の姿をお伝えするという考え方のもと、当期純利益、ＥＰＳ及び株主資本を中長期のス

パンで安定して高めていく方針であります。このため、特段の経営指標は設定しておりません。

（5）中長期的な経営戦略

　当社グループの対処すべき課題は、エネルギー事業及びシステム事業の２事業に当社グループの収益構造が依存

している点にあります。この状況を改善するため、当社グループが成長していく過程において、事業の柱石となる

エネルギー事業・システム事業の事業基盤の拡大と運営の合理化や新たな事業の育成を行うことにより相対的に収

益率を安定させる方針であります。今後の経営戦略としては、①エネルギー事業の積極的顧客獲得活動の展開、②

システム事業のスキーム開発による新サービスの提供、③新規事業を含むその他事業の育成を経営戦略の核として

収益構造の転換を図ってまいります。

①　エネルギー事業

　エネルギー事業においては、競争激化による同業者間及び異種エネルギー間での取引顧客の流動化に対応し、さ

らなる顧客獲得のための営業戦略を展開いたします。

　具体的方策としては、効率の良いＭ＆Ａによる事業拡大に注力し、業界再編の渦中でより積極的な顧客獲得活動

を行い事業規模を拡大させつつ、価格競争力を強化するために、物流システムの再構築によるロジスティックコス

トの変動費化を図り、またグループ各社のリソースの共有化で業務コストを低減していくことなどにより、収益性

を向上させるとともに、当社グループのカバーするエリア内においてトップシェアを目指していく方針であります。
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②　システム事業

　システム事業を行うウェルネット株式会社では、コンビニ収納代行サービスやマルチペイメントサービスなどの

ビリングサービス及びこれらのサービスに付随してシステムの受託開発等を行うシステム開発サービスを提供して

まいりました。

　さらに当期に入り「オンライン発行によるデジタルコンテンツ用のＰＩＮ販売」の新しいサービス（ＰＩＮオン

ライン販売）の提供を開始するなど、ウェルネット株式会社は決済サービス提供企業として確固たる地位を築きま

した。

　しかし、一方で決済サービスを取り巻く環境は、ＢtoＣ・ＥＣ市場の拡大に伴って大きく変化しております。多

様な決済手段の普及により決済サービス市場の規模が拡大する中で、決済サービス提供企業間競争は激化しており、

提供するサービスの高付加価値化や差別化なしに業績の拡大を図れない状況となりつつあります。また、現況にお

いて当社は事業収益における決済サービスの依存割合が高いため、成長スピードを維持していくためには新たな収

益基盤の確保が必要と考えております。

　この課題に対処すべく当社は、コア事業である決済サービスを中心とする既存事業の拡大を図りつつ、携帯電話

をインフラとする新たなビジネスモデルを創出し、持続的な成長の基盤作りに取り組んでまいります。また、顧客

満足度の充実を図り、効率経営を推進することで利益の最大化を図りたいと考えており、以下のような経営戦略を

掲げております。

　・コア事業である決済サービス事業基盤の強化・拡大

　・新たなビジネスモデルの創出

　・顧客満足度の充実

　・効率経営の推進

③　その他事業

　当社のその他事業は、エネルギー事業からの派生または関連事業として開始しており、事業の規模の拡大や事業

種類の増加により、サービス付加価値の増大化と収益の安定化を図っております。

　グループ会社の株式会社いちたかサンテックによる空調・衛生設備事業は、引き続き受注力強化のための施策を

実施し、また事業領域を拡大しつつエネルギー事業とのシナジー効果を実現していくことを目指しております。

　また、当社グループ会社のうち住宅リフォーム事業を行っている株式会社プリフォームは、当連結会計年度（平

成17年８月）において株式の譲渡により、連結子会社から除外しております。

（6）会社の対処すべき課題

　当社はエネルギー事業の主要な業務としてＬＰガスの供給を行っておりますが、最近発生したガス機器メーカー

による給湯器の不具合に起因する事故が社会的にクローズアップされており、図らずもガス業界が注目される結果

となりました。

　元々都市ガス及びＬＰガスは、機器の不具合等によりガス爆発や不完全燃焼によるＣＯ（一酸化炭素）中毒など

の危険性を内包しており、そのため法令によりその仕様や取扱いが定められておりますが、今回の騒動はガスに対

する安全性を再度問い直す、ひいてはガス業界全体への信頼を揺るがす問題へと発展する様相を呈しております。

　これら一連の問題に対応しかつ揺らいだ信頼を取り戻すべく、ガス業界全体が安全対策の全面的な見直しを検討

し実行しており、ＬＰガスを供給する当社及び当社の子会社も全力をあげてその対策に取り組んでおります。

　具体的な解決方法としては、

　・これまでも継続的に行ってきたＬＰガス供給設備に対する保安対策の強化

　・今回交換及び点検が必要な設備に加え、次年度以降の交換・点検スケジュールの前倒し

　・保安修繕活動に従事する人員の増員と再教育の強化

　・重大なトラブルを防止しうる業務フローの再構築

　・供給監視体制の強化

以上を重点項目として推進し、業界全体の信頼回復に寄与する所存であります。

（7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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（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」をご参照ください。

（9）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。

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、原油価格の動向など不安定要素もあり、今後の先行きを不透明なものに

しておりますが、全般としては、企業収益の改善や、輸出系企業が業績を好調に伸ばし、個人消費も緩やかに改善

し、景気の踊り場から脱却し回復基調がみられました。

　北海道経済については、企業倒産は落ち着いているものの、全国平均よりも高い完全失業率など依然として明る

い話題に乏しく、国内全般との景気認識のズレはより一層広がってきております。

　このような経済状況のもとで、当連結会計年度における当社グループの売上高は15,482百万円（前年同期比

105.7％増）となりました。また、経常利益は772百万円（前年同期比23.9％増）、当期純利益は613百万円（前年同

期比110.5％増）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　エネルギー事業

　エネルギー事業におきましては、原油価格の高騰に伴う販売価格の高値継続が慢性化し、灯油消費に対する節約

意識が生じたことに加え灯油の最需要期における気温が高めに推移したため、灯油の販売数量は低めに推移しまし

たが、売上高は増加しております。またＬＰガスについても、サウジアラムコのＣＰ（コントラクトプライス）が

過去最高値を記録するなど、原油動向のあおりを受けたと推測される動きをみせ、仕入価格に影響を与えましたが、

道南・道東地域において資本・業務提携により顧客数が順調に増加しており、販売数量・売上高ともに増加いたし

ました。

　この結果、売上高は5,305百万円（前年同期比19.6％増）、営業利益は419百万円（前年同期比15.2％増）となり

ました。

②　システム事業

　システム事業におきましては、ビリングサービスのうち収納代行サービスが順調な伸びを示しており、Ｅ－ビリ

ングサービスについてはＡＳＰサービスで大型受注がなく売上減となりましたが、マルチペイメントサービスにお

いて世界最大級のインターネット通販会社に対する代金収納サービスの提供を第３四半期から開始したことにより

売上高が増加し、結果としてＥ－ビリング全体では売上高が微増となりました。

　その他、平成17年10月より株式会社サークルＫサンクスにおいて、ＰＩＮの販売サービスを開始し、提携コンビ

ニの拡大や取扱いコンテンツの増加等の要因により、売上高は大幅に伸長いたしました。ただし、ＰＩＮオンライ

ン販売は受け取るマージンが僅少であること及びサービスの浸透に向けた広告・販促活動が必要なことから利益貢

献は限定的でありますが、将来的には売上の伸びに比例して利益額の増加が見込まれます。

　この結果、売上高は9,753百万円（前年同期比469.8％増）、営業利益は388百万円（前年同期比25.4％増）となり

ました。

③　その他事業

　その他事業におきましては、平成17年８月に株式会社プリフォームを連結から除外しております。また、株式会

社いちたかサンテックが受注力強化、経営のスリム化で増益となりましたが、新規事業としてサービスインしまし

たファブレス形態のペットフード事業で商品開発の進展が仕入・販売ルートの双方で見込みが立たないため、事業

を中止することといたしました。

　この結果、売上高は422百万円（前年同期比69.4％減）、営業損失は23百万円となりました。
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（2）財政状態

①　連結財政状態

　当連結会計年度における当社グループの財政状態は、資産合計が2,882百万円増加して11,832百万円となり、負債

合計が2,080百万円増加して7,869百万円となり、少数株主持分が214百万円増加して993百万円となり純資産の部に

計上されたことにより、純資産合計が1,581百万円増加して3,963百万円となりました。この主な変動要因は、ＰＩ

Ｎオンライン販売による売掛金及び買掛金残高の増加、収納代行預り金残高の増加及びそれに伴う現金及び預金の

増加、供給設備及びその他の有形固定資産の設備投資が主な要因となっております。

②　連結キャッシュ・フローの状況

　当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、システム事業におけるＰＩＮオンラ

イン販売開始による売掛金及び買掛金残高の増加と収納代行業務における収納代行預り金残高の増加、エネルギー

事業におけるＬＰガス顧客獲得のための配管設備やシステム事業のサーバー設備等に対する設備拡充投資による支

出、その他、関係会社株式の売却による収入や長期借入金及び社債などの有利子負債の圧縮による支出等の結果、

前連結会計年度末に比べ1,572百万円増加し、当連結会計年度末には5,575百万円となりました。

　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）

　当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、2,130百万円（前年同期比88.7％増）となりました。

　これは、税金等調整前当期純利益1,285百万円、システム事業においてＰＩＮオンライン販売を開始したこと及び

エネルギー事業において仕入・販売価格が上昇したことによる売上債権の増加額710百万円及び仕入債務の増加額

1,175百万円、収納代行業務における収納代行預り金の増加額936百万円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）

　当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、233百万円（前年同期比73.3％減）となりました。

　これは主に、ＬＰガス顧客獲得のための配管設備及びシステム事業におけるサーバー等の情報設備類強化に起因

する有形固定資産の取得による支出613百万円及び無形固定資産の取得による支出107百万円、関係会社株式の売却

による収入633百万円、土地等譲渡契約に伴う手付金収入116百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、323百万円（前年同期は347百万円の獲得）となってお

ります。

　これは主に、長期借入金の返済による支出423百万円及び社債の償還による支出350百万円、その他長期借入によ

る収入150百万円及び短期借入金の純増加額179百万円等によるものであります。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期

自己資本比率（％） 26.5 26.6 25.1

時価ベースの自己資本比率（％） 124.2 59.2 63.7

債務償還年数（年） － 1.6 0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 58.8 117.5

（注）　時価ベースの自己資本比率　　　　：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

※　　　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　　　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）より算出しております。

※　　　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。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

を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用し

ております。
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※　　　上記キャッシュ・フロー指標のトレンドのうち、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの

算定根拠には営業キャッシュ・フローを使用しており、前々連結会計年度はマイナスであることから数値

を記載しておりません。そこで、収納代行預り金の増加及び減少額を除外した営業キャッシュ・フローを

算定根拠とし、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオを算出すると、以下のとおりとなり

ます。

平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期

収納代行預り金の増加及び減少額を除

外した営業キャッシュ・フロー（千円）
577,490 782,494 1,194,011

債務償還年数（年） 3.0 2.2 1.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 27.9 40.7 65.9

（3）次期の見通し

①エネルギー事業

　エネルギー事業では、引き続き原油相場が全世界的に在庫減・需給逼迫により高騰しており、原油価格の高騰は

まだしばらく継続するものと予想しております。当社及び当社の子会社はこのような市場環境の中、中期的な視野

に基づき、固定資産売却などによって得られる資金でＭ＆Ａなどによるエリア拡大とそれと並行した新規顧客開拓

を積極的に行い、販売量及び売上高を増加させる計画であります。次期においては、これに伴う償却費などによる

コストの増加、さらにガス給湯器の不具合を契機として起こったガス供給の安全性への疑念を払拭すべく安心・安

全のサービスを更に強化するための保安対策に要するコスト負担が発生する予定であります。

②システム事業

　システム事業では、提供するサービスの重要性が変化してきたことから、従来のビリングサービス・ＰＩＮオン

ライン販売・システム開発関連サービスのサービスセグメントを変更し、決済関連サービス・ケータイチケットサー

ビス・ＰＩＮオンライン販売サービスといたします。

　次期の見通しといたしましては、決済関連サービスにおいては取扱件数の順調な伸びを見込んでおり、またＰＩ

Ｎオンライン販売サービスにおいても取扱量の増加から大幅な売上高の増加を見込んでおりますが、ケータイチケッ

トサービスについては新たなビジネスモデルの核としてスキームを再構築し将来の主要な収益基盤とすべく、次世

代型プラットホームの構築のための大きな研究開発投資を予定していることから、事業収益は大幅なマイナスを見

込んでおります。

③その他事業

　その他の事業については、新規の事業に対する運営ルールをより厳格化し、対応してまいります。当期に黒字化

した空調・衛生設備工事業務では、受注先見直しの継続による収益の安定化を図るとともに事業領域の拡大をして

まいります。また、新たな事業へのアプローチをしていく予定であります。

　これらの結果、平成19年6月期の売上高は当連結会計年度に比べ37.1%増の21,220百万円、経常利益は当連結会計

年度に比べ30.2%減の539百万円、当期純利益は不動産の売却益等により当連結会計年度に比べ1.8%増の624百万円と

なる見通しであります。

 （単位：百万円）

項目
次期連結会計年度

（見通し）
当連結会計年度

（実績）
増減 増減率

売上高 21,220 15,482 5,738 37.1%

営業利益 538 769 △230 △29.9%

経常利益 539 772 △233 △30.2%

当期純利益 624 613 11 1.8%
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（4）事業等のリスク

　決算短信に記載した２．経営方針、３．経営成績及び財政状態、４．連結財務諸表等、６．個別財務諸表等に関す

る事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、決算短信発表日（平成18年８月21日）現在において当社グループが判断

したものであり、現時点では予測できない下記以外の事象の発生により、当社グループの経営成績及び財政状態が影

響を受ける可能性があります。

１．エネルギー事業について

①エネルギー事業におけるＬＰガス取扱いのリスクについて

エネルギー事業にて一般消費者向けに供給しているＬＰガスにつきましては、ＬＰガス自体が、可燃性の極め

て高い燃料であり、ガス漏れによる爆発事故などのリスクがあるほか、供給機器の不完全燃焼などによりＣＯ（一

酸化炭素）中毒事故などが発生する可能性があります。最近、特に一部のガス機器メーカーによる給湯器の不具

合に起因する事故が社会問題化しております。ＬＰガスを供給する当社及び当社の子会社は従来より年式の古い

給湯器が設置されている物件につきましては、点検及び交換を自主的に実施してまいりましたが、今回の問題を

業界全体の問題として厳粛に受け止め、早急な点検と設備交換などの対処策を講じております。更にこれらのリ

スク発生時には、迅速に組織的対応をすべく体制の見直し、業務フローの改善などを検討・実施しておりますが、

もし不測の事態により爆発事故及び中毒事故などが発生した場合、被害者への損害賠償や監督行政機関からの指

導・処分により、エネルギー事業の業績を悪化させる可能性があります。

②エネルギー事業に関する法律について

エネルギー事業にて行う一般消費者向けＬＰガス及びＬＰガス器具販売につきましては「液化石油ガスの保安

の確保及び取引の適正化に関する法律」及び「高圧ガス保安法」等に基づき運営されております。また当社の保

有する灯油等石油類の貯蔵及び設備につきましては「消防法」等に基づき設置・運営されております。

なお、エネルギー事業を取り巻く環境において、ガス事業法及び電力事業法の規制緩和により、シェア争いは

異種エネルギー間に波及しております。当社は、これらの情勢変化を踏まえつつ燃料電池等の次世代エネルギー

に対する取り組みを行い、シェアの維持・伸長を図る方針でありますが、次世代エネルギーが事業化され普及す

るまでの間、上記規制緩和がエネルギー市場における当社グループのシェアに影響を及ぼす可能性があります。

③外部環境について

ａ．気象の変動

　ＬＰガス及び灯油等の燃料の主な用途は、一般消費者並びに小規模事業所に設置されている給湯機・暖房機器・

融雪機等の燃焼機器類の燃料であります。特に当社が事業展開している北海道は冬期間（12月～３月）の燃料消

費量が大きく、その消費量は当該期間の気温及び降雪量に左右されます。そのため、エネルギー事業の売上高も

気象の変動によりある程度増減することがあります。

ｂ．燃料の仕入価格の変動

わが国においてＬＰガス及び灯油等の燃料及びその原料となる原油は、中東諸国を中心とする海外からの輸入

にほぼ全量を依存しております。そのため、世界的な政治・経済情勢等の変化による国際商品取引価格及び為替

変動による影響を受けやすい状況にあります。当社は、これらの燃料仕入価格の変動を迅速に販売価格に転嫁す

る方針でありますが、市場の状況によっては、販売価格に完全に転嫁できない場合があり、エネルギー事業の業

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。

ｃ．エネルギー事業業績の下期偏重について

エネルギー事業の売上高は、前述のとおり冬期間の燃料類の消費量に比例して増加いたします。これにより、

エネルギー事業の損益も上期（中間期）より下期に偏重する傾向があります。

なお、最近３連結会計年度のエネルギー事業の売上高等は、以下のとおりとなっております。

項目 決算期 上期（千円） 下期（千円） 通期（千円）

エネルギー事業売

上高

16年６月期 1,521,901 2,196,151 3,718,052

17年６月期 1,767,540 2,667,600 4,435,140

18年６月期 1,999,997 3,305,868 5,305,865

エネルギー事業営

業利益

16年６月期 71,960 173,082 245,043

17年６月期 39,502 324,261 363,763

18年６月期 53,018 366,115 419,133
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ｄ．競合する同業他社及び異種エネルギーとの競争激化について

ＬＰガス業界は、成熟した市場の特有現象として業界再編の渦中にあり、元売系・大手ディーラーが本業の卸

売り業務に加え直売志向を強め系列小売店を吸収しているため、同業他社とのシェア競争が激化しております。

今後更なる競争の進展で、同業者間での価格競争に移行する可能性があり、そのような状況となった場合、当社

及び当社の子会社においても顧客シェアの維持等の観点から、同様の値下げを行う可能性があり、一時的に業績

を悪化させる可能性があります。

　また、異種エネルギーにつきましても、電力ではオール電化住宅の新築率、ＩＨ設置率が増加傾向にあること、

また都市ガスでは天然ガス化が一巡し、熱効率性の面でＬＰガス自体の差別性が薄らいできたことなどにより、

一般消費者がより安全かつ安価で効率の良いエネルギーを選別・志向する流れに変化していく場合、これら異種

エネルギーに顧客シェアを奪われる可能性も否めず、ＬＰガスを供給する当社及び当社の子会社の業績を悪化さ

せる可能性があります。

２．システム事業について

①収納代行預り金について

システム事業にてサービスを提供するビリングサービスでは、ウェルネット株式会社が事業者に代わり収納し

た代金を、分別管理されたウェルネット株式会社名義の預貯金口座に一時保管した後、所定の期日に事業者に送

金する仕組みとなっております。収納代行により一時保管する代金につきましては、貸借対照表上「現金及び預

金」（資産）及び「収納代行預り金」（負債）として両建計上しております。

なお、当該収納代行代金につきましては、事業者財産保護のために郵便貯金や金融機関の決済性預貯金口座に

おいてウェルネット株式会社自身の決済用資金と分別管理し、また貸倒リスク軽減のために契約に基づき事業者

に送金する際に手数料（売上）を相殺するスキームを採用しておりますが、ペイオフ等に関する金融行政の方針

が変更され、当該口座が預金保護の対象とならなくなった場合、収納代行代金の保管方法の変更や、売掛金の回

収方法変更等によりシステム事業の事業運営や業績に影響が生じる可能性があります。

②特定の取引先への依存等について

当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）におけるシステム事業の売上高に占める株

式会社サークルＫサンクス、国内大手航空会社、並びに株式会社カウネット及び同社の販売代理店各社に対する

売上高合計の割合は88.0％となっており、特定の取引先への依存度がやや高いと言えます。これらの取引先とは

契約を締結しており、現時点ではウェルネット株式会社とこれら取引先との関係は良好と認識しておりますが、

将来的にこれらの取引先が競合他社との契約に変更するなどの理由により、ウェルネット株式会社との契約を解

除した場合、またシステム事業売上高において上位を占める顧客の売上高が、何らかの事情により大きく減少す

る事態となった場合、システム事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③コンビニ業界のインフラへの依存について

システム事業の売上高の大部分を占める代金収納代行サービスは、ＡＴＭやネットバンキングにインフラを拡

大してはいるものの、主にコンビニをインフラとして利用しております。

このうち、マルチペイメントサービスにつきましては、コンビニのマルチメディア端末や本システムに対応で

きるＰＯＳレジが導入されていることが前提条件となりますが、そのハードコストや維持管理コストはコンビニ

側に発生します。現在マルチメディア端末の取扱いについてはコンビニ各社によって対応が分かれておりますが、

今後マルチメディア端末を導入しているコンビニ各社が、同時期に端末自体の変更などのサービス提供方法の変

更を行った場合、これに対応するコストがウェルネット株式会社側に発生するなど、システム事業の業績に影響

を与える可能性があります。

④システムトラブル及び事務リスクについて

システム事業においてシステムの停止は重大な問題となるため、ウェルネット株式会社は本社に設置したサー

バー設備及び通信回線の二重化並びに非常用電源の確保などによるシステム停止への対応や保守要員の24時間常

駐化など、様々な対策を立てております。しかしながら、このような体制による管理にもかかわらず、自然災害

や事故など不測の事態が起こった場合、及び予測できない外部からの進入による不正行為が生じた場合、また役

員や従業員の過誤操作が生じた場合、システムの機能低下、誤作動、故障などの事態を招く可能性があり、シス

テム事業の業績に影響を与える可能性があります。

またシステム事業の業務は収納金等の金銭を扱う重要な業務であることから、事務リスクを回避するよう、そ

の管理は厳格に行われております。

しかしながら、このような厳格な管理体制にもかかわらず、役員や従業員の過誤等が生じた場合、ウェルネッ

ト株式会社の信頼を損なう可能性があり、システム事業の業績に影響を与える可能性があります。
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⑤外部環境について

ａ. 競合他社との競争激化について

決済サービス市場においては、今後の成長期待を背景として、決済サービスを提供する企業の競争が激しくなっ

ております。競争の激化は契約事業者の争奪や価格下落に繋がりますが、ウェルネット株式会社は顧客ニーズに

対応した付加価値の高いサービスを提供することで優位性を確保し、価格競争を回避した上で顧客を獲得するこ

とが可能と考えております。

しかしながら、さらなる価格競争の激化により利益率の著しい低下を招くこと、あるいはビジネスモデルの優

位性が後退し、ユーザーにとって魅力的な決済手段を提供できないなどの理由により、こうした当社の差別化戦

略が予定どおりの成果を挙げることができない場合には、システム事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

ｂ. 新決済サービスへの対応について

決済サービスにおきましては、ウェルネット株式会社が提供する以外で現在消費者に利用されているサービス

につきましても、将来的に提供することを検討していくとともに、顧客ニーズにマッチした新商品や新サービス

をスピーディーに開発し提供していくことで、優位性を維持していく所存であります。しかし、新しい決済サー

ビスの提供や新商品・新サービスの開発・提供が決済サービスの環境変化に遅れをとった場合、システム事業の

業績に影響を及ぼす可能性があります。

ｃ. 電子商取引市場について

ビリングサービスは、ＢtoＣビジネスにおける消費者の利便性を高める決済手段として重要な役割を果たして

おります。昨今ＢtoＣ市場は拡大を続けており、中でもインターネットを介した電子商取引市場は拡大するもの

と予想しております。そのためこれに対応すべくマルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）を利用したインター

ネットバンキング利用可能な提携金融機関の拡大等を図っておりますが、しかしながら当該市場は歴史が浅く、

今後利用に関する法的規制の強化等予測のつかない事態が発生した場合、ウェルネット株式会社のシステムを利

用するユーザーの減少に繋がり、システム事業の業績に何らかの影響を与える可能性があります。

ｄ. 新規事業の創出・育成に係る投資ついて

システム事業が事業収益の成長スピードを維持していくためには、新規事業を創出・育成し新たな収益基盤を

確立する必要があります。そのために積極的に設備投資及び研究開発投資を行うことを計画しておりますが、こ

のサービスが当社の計画どおりに進捗しなかった場合、システム事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

ｅ. 知的財産権について

システム事業の事業分野における知的財産権の状況を、適時、完全に把握することは困難であるため、確認の

不備や不測のトラブル等により、ウェルネット株式会社が第三者の知的財産権を侵害し、損害賠償請求または差

し止め請求を受ける可能性があります。

３．その他事業について

その他事業は、地域社会において生じる様々な課題を身近な環境の中で解消するための各種サービスを提供する

ことを生活ソリューションと定義し、札幌市を中心とした地域に根ざした各種業務を行っており、当該事業は創設

から数年経過しておりますが、当該事業全体としての収益性は安定しておりません。

このような状況のもと、当社の理念である「お客様へのお役立ち」を具現化すべくサービスメニューの充実を図

るとともに、新規業務については一定期間の損益及び採算性を厳格に評価し、撤退・継続を判断するルールを設け

て事業運営を行っておりますが、当社グループの想定以上の損失が発生した場合、その他事業の業績を一時的に悪

化させる可能性があります。

４．個人情報の管理について

当社グループは各種業務を行うに際し、顧客の個人情報を保有することがあります。また、今後も個人情報の増

加も予想されますが、個人情報の取扱いについては、当社及びウェルネット株式会社においてプライバシーマーク

を取得し、これに準じて社内管理体制を整備し、情報管理への意識を高めております。

これらの対策により個人情報が漏洩する可能性は極めて低いと考えておりますが、何らかの原因により情報が流

出した場合には、当社グループに対する信用を失うこととなり、業績に影響を与える可能性があります。

５．ストック・オプションによる希薄化について

当社は、ストック・オプション制度を採用しております。

当該制度は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成15年９月26日の定時株主総会、平成16年９

月29日の定時株主総会、平成17年９月29日の定時株主総会において決議されたものであります。

当社グループにおいては、役職員の業績向上へのインセンティブを高めることを目的としてストック・オプショ

ンを付与しており、これらのストック・オプションが行使された場合、当社グループの１株当たりの株式価値は希

薄化する可能性があります。
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４．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６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６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
※２、
３

4,015,701 5,678,807  

２．受取手形及び売掛金  770,726 1,437,829  

３．たな卸資産 161,280 211,419  

４．繰延税金資産 39,062 62,475  

５．その他 58,356 95,741  

貸倒引当金 △17,106 △19,350  

流動資産合計 5,028,020 56.2 7,466,921 63.1 2,438,900

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※２ 1,045,348 1,099,421  

減価償却累計額 456,686 588,662 528,817 570,603  

(2）機械装置及び運搬具 144,283 154,271  

減価償却累計額 123,067 21,215 135,121 19,149  

(3）供給設備 1,962,071 2,266,196  

減価償却累計額 1,162,693 799,378 1,256,917 1,009,278  

(4）土地 ※２ 1,257,825 1,275,147  

(5）建設仮勘定 63,972 61,030  

(6）その他 318,048 513,030  

減価償却累計額 207,416 110,632 254,791 258,239  

有形固定資産合計 2,841,686 31.7 3,193,448 27.0 351,762

２．無形固定資産  

(1）営業権 297,244 198,163  

(2）連結調整勘定 32,798 105,945  

(3）その他 179,387 198,868  

無形固定資産合計 509,430 5.7 502,977 4.2 △6,453

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 211,527 258,425  

(2）関係会社出資金 116,075 145,508  

(3）長期貸付金 3,091 685  

(4）繰延税金資産 167,477 165,200  

(5）その他  72,695 99,771  

投資その他の資産合計 570,867 6.4 669,591 5.7 98,723

固定資産合計 3,921,984 43.8 4,366,017 36.9 444,032

資産合計 8,950,005 100.0 11,832,938 100.0 2,882,933
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前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６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）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金  536,085 1,566,863  

２．短期借入金 ※２ 590,904 803,510  

３．一年以内償還予定の社
債

350,000 －  

４．未払金 102,140 135,374  

５．未払役員賞与 － 22,000  

６．未払法人税等 206,605 409,966  

７．収納代行預り金 ※３ 2,816,425 3,752,448  

８．賞与引当金 46,993 51,055  

９．その他 103,016 207,294  

流動負債合計 4,752,171 53.1 6,948,513 58.7 2,196,342

Ⅱ　固定負債  

１．社債 250,000 250,000  

２．長期借入金 ※２ 559,205 372,950  

３．退職給付引当金 107,000 116,908  

４．役員退職慰労引当金 71,068 67,460  

５．匿名組合損失未払金 36,307 27,697  

６．その他 12,732 85,830  

固定負債合計 1,036,314 11.6 920,846 7.8 △115,467

負債合計 5,788,485 64.7 7,869,360 66.5 2,080,874

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 779,368 8.7 － － △779,368

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 451,665 5.1 － － △451,665

Ⅱ　資本剰余金 441,376 4.9 － － △441,376

Ⅲ　利益剰余金 1,489,252 16.6 － － △1,489,252

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

775 0.0 － － △775

Ⅴ　為替換算調整勘定 △917 0.0 － － 917

資本合計 2,382,151 26.6 － － △2,382,151

負債、少数株主持分及び
資本合計

8,950,005 100.0 － － △8,950,005
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前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６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）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本       

　１．資本金 － － 476,433 4.1 476,433

　２．資本剰余金 － － 466,058 3.9 466,058

　３．利益剰余金 － － 2,013,192 17.0 2,013,192

　４．自己株式 － － △966 0.0 △966

　　　株主資本合計 － － 2,954,717 25.0 2,954,717

Ⅱ　評価・換算差額等      

　１．その他有価証券評価
　差額金 

－ － 1,829 0.0 1,829

　２．為替換算調整勘定 － － 13,258 0.1 13,258

　　　評価・換算差額等
　合計 

－ － 15,088 0.1 15,088

Ⅲ　少数株主持分 － － 993,772 8.4 993,772

純資産合計 － － 3,963,578 33.5 3,963,578

負債純資産合計 － － 11,832,938 100.0 11,832,938
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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 7,526,355 100.0 15,482,324 100.0 7,955,968

Ⅱ　売上原価 4,349,344 57.8 12,327,352 79.6 7,978,008

売上総利益 3,177,011 42.2 3,154,972 20.4 △22,039

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．役員報酬 184,872 170,457  

２．役員賞与 － 22,000  

３．給与手当 841,669 723,469  

４．賞与引当金繰入額 46,479 51,886  

５．賃借料 157,072 152,852  

６．減価償却費 252,252 187,063  

７．貸倒引当金繰入額 5,480 12,800  

８．連結調整勘定償却額 8,540 20,710  

９．その他 ※１ 1,040,386 2,536,753 33.7 1,044,517 2,385,756 15.4 △150,997

営業利益 640,258 8.5 769,216 5.0 128,957

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 420 2,596  

２．受取配当金 317 284  

３．賃貸収入 40,370 40,036  

４．保険配当金 1,610 1,537  

５．受託業務収入 15,215 15,033  

６．匿名組合投資利益 － 8,609

７．その他 14,123 72,059 1.0 10,623 78,721 0.5 6,662

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 21,324 18,474  

２．持分法による投資損失 10,881 28,934  

３．社債発行費償却 3,951 －  

４．新株発行費償却 3,365 3,169  

５．賃貸原価 16,097 17,423  

６．株式公開関連費用 25,908 －  

７．その他 7,176 88,706 1.2 7,204 75,205 0.5 △13,501

経常利益 623,610 8.3 772,731 5.0 149,120
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前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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）

Ⅵ　特別利益  

１．前期損益修正益 ※２ 10,936   －    

２．固定資産売却益 ※３ 35,601   22,777    

３．関係会社株式売却益  － 46,538 0.6 571,043 593,821 3.8 547,283

Ⅶ　特別損失  

１．過年度退職給付費用 9,430 －  

２．役員退職慰労金 9,380 4,897  

３．固定資産売却損 ※４ 3,518 －  

４．固定資産除却損 ※５ 5,922 26,891  

５．関係会社株式売却損  － 30,211  

６．役員退職慰労引当金繰
入額

 － 28,251 0.4 19,220 81,220 0.5 52,969

税金等調整前当期純利
益

641,897 8.5 1,285,332 8.3 643,435

法人税、住民税及び事
業税

313,897 554,876  

法人税等調整額 △49,521 264,375 3.5 △9,181 545,694 3.5 281,319

少数株主利益（控除） 86,149 1.1 126,253 0.8 40,103

当期純利益 291,372 3.9 613,384 4.0 322,012
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 441,376

Ⅱ　資本剰余金期末残高 441,376

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,136,865

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 291,372  

２．連結子会社の持分変動に伴う
利益剰余金増加高

122,476 413,849

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 56,163  

２．役員賞与 5,300 61,463

Ⅳ　利益剰余金期末残高 1,489,252

 

－ 16 －



　　連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年６月30日　残高

（千円）
451,665 441,376 1,489,252 － 2,382,293

連結会計年度中の変動額

新株の発行 24,768 24,682   49,450

剰余金の配当   △56,163  △56,163

利益処分による役員賞与   △25,300  △25,300

連結子会社の持分変動に

伴う減少高
  △7,980  △7,980

当期純利益   613,384  613,384

自己株式の取得    △966 △966

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額）

     

連結会計年度中の変動額

合計
24,768 24,682 523,940 △966 572,424

平成18年６月30日　残高

（千円）
476,433 466,058 2,013,192 △966 2,954,717

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年６月30日　残高

（千円）
775 △917 △142 779,368 3,161,519

連結会計年度中の変動額

新株の発行     49,450

剰余金の配当     △56,163

利益処分による役員賞与     △25,300

連結子会社の持分変動に

伴う減少高
    △7,980

当期純利益     613,384

自己株式の取得     △966

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額）

1,054 14,175 15,230 214,403 229,634

連結会計年度中の変動額

合計
1,054 14,175 15,230 214,403 802,058

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,829 13,258 15,088 993,772 3,963,578
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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７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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 641,897 1,285,332  

減価償却費 433,898 393,321  

社債発行費償却 3,951 －  

連結調整勘定償却額 8,540 20,710  

貸倒引当金の増加額（減少額） △431 2,611  

賞与引当金の増加額 5,886 4,580  

退職給付引当金の増加額 24,133 11,957  

役員退職慰労引当金の増加額 5,148 20,877  

受取利息及び受取配当金 △738 △2,881  

支払利息 21,324 18,474  

株式公開関連費用 25,908 －  

持分法による投資損失 10,881 28,934  

新株発行費償却 3,365 3,169  

関係会社株式売却益 － △571,043  

関係会社株式売却損 － 30,211  

前期損益修正益 △10,812 －  

有形固定資産除却損 3,761 2,436  

有形固定資産売却益 △35,601 △22,777  

有形固定資産売却損 3,518 －  

無形固定資産除却損 2,161 24,454  

匿名組合投資利益 △5,219 △8,609  

役員退職慰労金 9,380 4,897  

売上債権の増加額 △161,751 △710,974  

たな卸資産の増加額 △26,604 △51,366  

その他流動資産の減少額（増加
額）

11,307 △16,218  

仕入債務の増加額 47,513 1,175,825  

未払役員賞与の増加額 － 22,000  

収納代行預り金の増加額 346,565 936,023  

預り敷金の増加額 2,952 －  

その他流動負債の増加額（減少
額）

47,520 △33,728  

役員賞与の支払額 △10,000 △30,000  

小計 1,408,459 2,538,218 1,129,759

利息及び配当金の受取額 457 2,351  

利息の支払額 △19,206 △18,122  

役員退職慰労金の支払額 △9,380 △29,382  

法人税等の支払額 △251,270 △363,030  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

1,129,059 2,130,035 1,000,975

－ 18 －



前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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

 

定期預金の預入による支出 △10,000 △90,144  

定期預金の払戻による収入 45,587 －  

新規連結子会社の取得による支
出

△17,643 △46,297  

新規連結子会社の取得による収
入 

－ 21,711  

連結子会社株式の売却による支
出 

－ △66,808  

有形固定資産の取得による支出 △547,827 △613,125  

有形固定資産の売却による収入 53,810 36,461  

土地等譲渡契約に伴う手付金収
入 

－ 116,930  

無形固定資産の取得による支出 △66,905 △107,384  

投資有価証券の取得による支出 △202,372 △35,847  

投資有価証券の売却による収入 － 1,720  

関係会社株式の取得による支出 － △10,000  

関係会社株式の売却による収
入 

－ 633,000  

関係会社出資金の取得による支
出

△127,875 △44,190  

長期貸付けによる支出 △5,000 △1,000  

長期貸付金の回収による収入 269 65  

その他投資の減少額（増加額） 788 △29,083  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△877,168 △233,994 643,174

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 150,000 179,281  

長期借入れによる収入 100,000 150,000  

長期借入金の返済による支出 △208,664 △423,211  

割賦未払金の増加額 － 92,727  

割賦未払金の減少額 － △4,468  

社債の償還による支出 － △350,000  

株式の発行による収入 － 48,615  

株式公開関連費用の支払額 △25,908 －  

少数株主からの払込みによる収
入

393,298 48,065  

自己株式の取得による支出 － △966  

配当金の支払額 △60,892 △63,123  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

347,833 △323,079 △670,913

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 599,725 1,572,960 973,235

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 3,402,375 4,002,101 599,725

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 4,002,101 5,575,062 1,572,960
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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７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　４社

連結子会社名

　㈱プリフォーム

　ウェルネット㈱

　朝日設備㈱

　㈱〆の一髙野商店

 

連結子会社の数　　　６社

連結子会社名

　ウェルネット㈱

　㈱いちたかサンテック

　（旧朝日設備㈱）

　㈱髙野商店（旧㈱〆の一髙野商店）

 　㈱中浜商店

 　㈱はまなすエネルギー

 　㈱丸佐佐藤燃料

　上記のうち、㈱〆の一髙野商店につい

ては、平成17年１月５日に持分を取得し

た結果、連結子会社となりましたが、み

なし取得日を㈱〆の一髙野商店の下期首

となる１月１日としましたので、当連結

会計年度では、貸借対照表及び下半期分

のみの損益計算書を連結しております。

　上記のうち、㈱中浜商店については平

成17年８月１日に、㈱丸佐佐藤燃料につ

いては平成18年５月21日に、それぞれ発

行済全株式を取得した結果、連結子会社

となりましたが、㈱丸佐佐藤燃料につき

ましては、みなし取得日を６月30日とし

ておりますので、当連結会計年度では貸

借対照表のみ連結しております。

　また、㈱はまなすエネルギーについて

は、平成17年12月９日に51％を出資して

新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。

　なお、㈱プリフォームについては、平

成17年８月31日付で全株式を譲渡したた

め、連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社数　１社

関連会社名

　ユニガスＬＬＣ（UNIGAS LLC）

イ　持分法適用の関連会社数　１社

関連会社名

　ユニガスＬＬＣ（UNIGAS LLC）

　ユニガスＬＬＣについては、当連結会

計年度において新たに出資したことから、

持分法適用の関連会社としております。

 

 

 

　

 ロ　持分法を適用していない関連会社数

　　　　　　　　　　　　　　　 １社

持分法を適用していない関連会社名

　㈱エネアージ

持分法を適用していない関連会社１

社は、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

からみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表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

ため持分法の適用範囲から除外してお

ります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち朝日設備㈱の決算日は

３月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし連結決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

　連結子会社のうち㈱いちたかサンテック

の決算日は３月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし連結決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

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

イ　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（利息法）

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、売却原価は総平均法によ

り算定）

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　総平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

商品

　主として移動平均法による原価法

ロ　たな卸資産

商品

同左

仕掛品・未成工事支出金

　個別法による原価法

仕掛品・未成工事支出金

同左

貯蔵品

　主として移動平均法による原価法

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法

　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）は定額法に

よっております。 

　また、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３年

間で均等償却しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 ３～39年

供給設備 ３～10年

イ　有形固定資産

同左

　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）及び供給設

備並びにその他のうち連結子会社ウェル

ネット㈱におけるソフトウェアと一体と

なってサービスを提供するサーバー設備

については定額法によっております。

　また、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３年

間で均等償却しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 ３～39年

供給設備 ３～10年
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

ロ　無形固定資産

　　定額法

　なお、営業権については、５年間で均

等償却しております。

　また、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給予想額に基づき計上し

ております。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異（47,152千

円）については、５年による按分額を費

用処理しております。

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産に基づき計上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度廃止日（平成17年

９月29日開催の第46回定時株主総会の

日）までの在任期間に応じた役員退職慰

労金支給予定額を計上しております。

（追加情報） 

　平成17年９月29日開催の第46回定時株

主総会において役員退職慰労金制度廃止

に伴う打切り支給が承認可決され、平成

17年10月12日開催の取締役会並びに監査

役協議会において従来の役員退職慰労金

規程に基づく役員退職慰労金制度廃止日

（平成17年９月29日開催の第46回定時株

主総会の日）までの在任期間に応じた役

員退職慰労金について具体的な金額を決

定したため、当該金額を役員退職慰労引

当金として計上しております。

　これにより、同取締役会及び監査役協

議会において決定した特別功労加算金

19,220千円を特別損失に計上しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　なお、重任された取締役４名及び在任

中の監査役１名に対する役員退職慰労金

については、それぞれ退任時に支給する

こととしております。

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお在外

関係会社の資産及び負債は、在外関係会社

の決算日における直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計上して

おります。

同左

(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。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　金利キャップ取引及び金利スワップ取

引は、特例処理の要件を満たしているた

め、特例処理によっております。

イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引は、特例処理の要件

を満たしているため、特例処理によって

おります。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利キャップ取引

金利スワップ取引

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金

ハ　ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避するためにデリ

バティブ取引を行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利キャップ取

引及び金利スワップ取引については、有

効性の評価を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利スワップ取

引については、有効性の評価を省略して

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

イ　匿名組合への参加と会計処理

　当社は航空機の購入及びレバレッジ

ド・リースを目的とした匿名組合への参

加契約を締結し、54,335千円を出資して

おります。

　当社の出資に係る匿名組合の持分を適

正に評価するため、当社の負担すべき投

資損益を出資金から直接控除し、出資金

額を超える投資損失累計額が生じた場合

は、負債として計上しております。

イ　匿名組合への参加と会計処理

同左

ロ　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

ロ　消費税等の会計処理

同左

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
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、原則と

して発生日より20年間以内の合理的な年数

で償却することとしておりますが、金額に

重要性のない場合は、全額その発生した期

の損益として処理しております。

同左

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

益処分に基づいて作成しております。

────── 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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ヵ月以

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

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７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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。

（重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更）

　従来、有形固定資産の供給設備については定率法に

よっておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更

いたしました。

　この変更は、主としてマンション等オーナー向けに一

定の契約年数の利用を前提に建設される供給設備につい

ては、当該投下資本が毎期の取引数量に応じてほぼ一定

額で回収されているため、各期に減価償却費を均等に配

分することにより、収益と費用をより適切に対応させる

ために行ったものであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較して、当連

結会計年度の減価償却費は86,618千円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ同額

増加しております。

　また、連結子会社であるウェルネット㈱において、従

来、有形固定資産のその他に計上されているサーバー設

備の減価償却の方法は定率法によっておりましたが、当

連結会計年度よりソフトウェアと一体となってサービス

を提供するサーバー設備については定額法に変更いたし

ました。
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前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

────── 　この変更は、当連結会計年度における多額の設備投資

をふまえた事業計画の策定を機に、同社の収益構造を見

直した結果、ソフトウェアと一体となってサービスを提

供するサーバー設備については投下資本の回収が毎期安

定的に行われる状況にあることから、ソフトウェアの減

価償却の方法と同様に減価償却費の期間配分を平準化し、

収益と費用をより適切に対応させるために行ったもので

あります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較して、当連

結会計年度の減価償却費は17,632千円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ同額

増加しております。

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用して

おります。これにより、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は22,000千円減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　　従来の資本の部の合計に相当する金額は2,969,805千

円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

────── （連結損益計算書）

　「匿名組合投資利益」は、前連結会計年度まで、営業

外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、営業外収益の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「匿名組合投資利益」は

5,219千円であります。 
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実

務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割11,077千円については、販売費及び一般管理費に計上

しております。

──────

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６月30日）

────── ※１　関連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）　　　　　 15,000千円

 

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物及び構築物 130,285千円

土地 371,299千円

計 501,584千円

建物及び構築物 85,393千円

土地 305,299千円

計 390,692千円

　上記物件について、短期借入金210,864千円、長期

借入金319,285千円の担保に供しております。

　上記物件について、短期借入金325,140千円、長期

借入金291,400千円の担保に供しております。

　上記の他、定期預金100,000千円を不動産売買契約

に係る銀行保証の担保に供しております。

※３　収納代行預り金

　収納代行預り金は、連結子会社であるウェルネット

㈱による回収代行業務の預り金であり、それに見合う

金額が預金に含まれております。

※３　収納代行預り金

同左

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式7,488,460株で

あります。

──────

────── 　５　以下の会社について、金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

㈱プリフォーム 30,000 借入債務
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は、14,745千円で

あります。

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は、20,416千円で

あります。

※２　前期損益修正益の内訳

過年度ソフトウエア修正 7,907千円

過年度建物償却超過修正 3,029千円

その他 0千円

計 10,936千円

──────

 

※３　固定資産売却益の内訳 ※３　固定資産売却益の内訳

供給設備 35,601千円 機械装置及び運搬具 332千円

供給設備 22,445千円 

　計 22,777千円 

※４　固定資産売却損の内訳 ──────

 

機械装置及び運搬具 11千円

店舗設備 3,506千円

計 3,518千円

※５　固定資産除却損の内訳 ※５　固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 44千円

その他（有形固定資産） 3,717千円

その他（無形固定資産） 2,161千円

計 5,922千円

供給設備 576千円

その他（有形固定資産） 1,859千円

その他（無形固定資産） 24,454千円

計 26,891千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項　

 （単位：株）

前連結会計年度末
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

普通株式（注１） 7,488,460 86,000 － 7,574,460

合計 7,488,460 86,000 － 7,574,460

自己株式

普通株式（注２） － 800 － 800

合計 － 800 － 800

（注）１．発行済株式総数の増加は新株予約権行使によるものであります。

２．自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取によるものであります。

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成17年９月29日開催の株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

(1)　配当金の総額  56,163千円

(2)　１株当たり配当額 7.5円

(3)　基準日 平成17年６月30日

(4)　効力発生日 平成17年９月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成18年９月28日開催予定の株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

・普通株式の配当に関する事項

(1)　配当金の総額  75,736千円

(2)　配当の原資 利益剰余金

(3)　１株当たり配当額 10円

(4)　基準日 平成18年６月30日

(5)　効力発生日（予定） 平成18年９月29日

－ 28 －



（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７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　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

１　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６月30日） （平成18年６月30日）

現金及び預金勘定 4,015,701千円

預入期間が３カ月を超える定期預
金等

△13,600千円

現金及び現金同等物 4,002,101千円

現金及び預金勘定 5,678,807千円

預入期間が３カ月を超える定期預
金等

△103,744千円

現金及び現金同等物 5,575,062千円

　現金及び現金同等物には、収納代行預り金に見合う金

額2,816,425千円が含まれております。

　現金及び現金同等物には、収納代行預り金に見合う金

額3,752,448千円が含まれております。

２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内容

２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内容

㈱〆の一髙野商店（平成16年12月31日）

流動資産 17,168千円

固定資産 533千円

連結調整勘定 17,504千円

流動負債 △7,546千円

固定負債 △3,000千円

差引：㈱〆の一髙野商店株式の取得

価額 

24,660千円

㈱〆の一髙野商店の現金及び現金同

等物 

△7,016千円

差引：㈱〆の一髙野商店取得のため

の支出 17,643千円

㈱中浜商店（平成17年８月１日）

流動資産 45,697千円

固定資産 14,343千円

連結調整勘定 56,907千円

流動負債 △66,397千円

固定負債 △50,551千円

差引：㈱中浜商店株式の取得価額 0千円

㈱中浜商店の現金及び現金同等物 △21,711千円

差引：㈱中浜商店取得による収入 21,711千円

㈱丸佐佐藤燃料（平成18年６月30日）

流動資産 48,976千円

固定資産 26,095千円

連結調整勘定 56,421千円

流動負債 △51,493千円

差引：㈱丸佐佐藤燃料株式の取得価

額 

80,000千円

㈱丸佐佐藤燃料の現金及び現金同等

物 

△33,702千円

差引：㈱丸佐佐藤燃料取得のための

支出
46,297千円

────── ３　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産

及び負債の主な内容

 　㈱プリフォーム

流動資産 165,681千円

固定資産 47,053千円

流動負債 △169,874千円

固定負債 △2,049千円

株式売却益 △30,211千円

㈱プリフォーム株式の売却価額 10,600千円

㈱プリフォームの現金及び現金同等

物 
△77,408千円

差引：㈱プリフォームの売却による

支出 66,808千円
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。

②　有価証券

前連結会計年度（平成17年６月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの
その他 200,000 192,580 △7,420

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類 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
株式 2,907 4,207 1,300

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
株式 50 49 0

合計 2,957 4,257 1,299

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 7,270

当連結会計年度（平成18年６月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの
その他 200,000 163,400 △36,600

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類 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
株式 3,680 6,750 3,070

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
株式 － － －

合計 3,680 6,750 3,070

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

売却額（千円） 売却額の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

1,720 － －
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４．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券

非上場株式 36,675

(2) 子会社株式及び関連会社株式

関連会社株式 15,000

 ５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券 － 200,000 － －

 合計 － 200,000 － －

③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。

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、平成７年４月１日より確定給付型の制度として、適格退職年金制度を採用しております。

なお、上記退職給付制度のほか、日本エルピーガス厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制

度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち当社グループ

の掛金拠出割合に基づく当連結会計年度末の年金資産残高は543,579千円であります。

２．退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６月30日）

イ．退職給付債務 △256,052 △260,092

ロ．年金資産 149,052 143,184

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △107,000 △116,908

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 － －

ホ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ） △107,000 △116,908

ヘ．前払年金費用 － －

ト．退職給付引当金（ホ－ヘ） △107,000 △116,908

　（注）　年金資産の金額には、総合型厚生年金分は含まれておりません。
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３．退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

イ．勤務費用 77,344 60,001

ロ．会計基準変更時差異の費用処理額 9,430 －

ハ．退職給付費用 86,774 60,001

　（注）　簡便法を採用しているため、退職給付費用のうち会計基準変更時差異の費用処理額を除く額を「勤務費用」に

計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

⑤　ストック・オプション等

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。

⑥　税効果会計

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

（単位：千円）

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６月30日）

流動資産

（繰延税金資産）

賞与引当金 19,004 20,556

貸倒引当金 2,859 3,792

未払事業税 15,621 32,010

その他 1,576 6,115

繰延税金資産（流動）の純額 39,062 62,475

固定資産

（繰延税金資産）

減価償却費 50,900 36,756

役員退職慰労引当金 28,697 27,240

退職給付引当金 43,253 47,240

繰越欠損金 40,059 44,930

会員権評価損 5,129 5,129

連結会社間内部利益消去 5,938 8,996

繰延税金資産（固定）計 173,979 170,293

（繰延税金負債）

特別償却準備金 △4,151 △2,517

固定資産圧縮積立金 △489 －

保険積立金 △1,335 △1,335

その他有価証券評価差額金 △524 △1,240

繰延税金負債（固定）計 △6,501 △5,092

繰延税金資産（固定）の純額 167,477 165,200
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⑦　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

エネルギー
事業(千円)

生活ソリュー
ション事業

（千円）

システム事
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 4,435,140 1,379,581 1,711,633 7,526,355 － 7,526,355

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,973 16,178 34,845 53,998 (53,998) －

計 4,438,114 1,395,760 1,746,479 7,580,354 (53,998) 7,526,355

営業費用 4,074,351 1,427,075 1,437,066 6,938,493 (52,396) 6,886,097

営業利益又は営業損失

（△）
363,763 △31,315 309,412 641,860 (1,602) 640,258

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本

的支出

資産 4,347,847 472,663 4,720,428 9,540,939 (590,934) 8,950,005

減価償却費 345,548 5,119 87,389 438,057 (4,158) 433,898

資本的支出 473,454 22,120 119,158 614,733 － 614,733

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス及び商品の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

エネルギー事業……………ＬＰガス・灯油・重油販売、燃焼機器類販売、修理及び据付工事

生活ソリューション事業…住宅リフォーム業務、空調・衛生設備工事業務、ハウスクリーニング・水道修理

業務※、飲食店経営※、オフィス用品通信販売業務

システム事業………………ビリングサービス（ビリング・Ｅ－ビリング）、システム開発関連サービス

※印の業務につきましては、当連結会計年度（平成16年９月）において業務を閉

鎖しております。
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当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

エネルギー
事業(千円)

システム事
業（千円）

その他事業
（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 5,305,865 9,753,740 422,719 15,482,324 － 15,482,324

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
3,148 35,084 5,727 43,959 (43,959) －

計 5,309,013 9,788,824 428,446 15,526,283 (43,959) 15,482,324

営業費用 4,889,879 9,400,742 451,607 14,742,229 (29,121) 14,713,108

営業利益又は営業損失

（△）
419,133 388,082 △23,161 784,054 (14,838) 769,216

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本

的支出

資産 4,431,855 7,136,010 304,057 11,871,924 (38,985) 11,832,938

減価償却費 284,228 111,358 2,149 397,737 (4,415) 393,321

資本的支出 514,284 315,370 855 830,509 (110,000) 720,509

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス及び商品の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

エネルギー事業…………… ＬＰガス・灯油等燃料類販売、燃焼機器類販売、修理及び据付工事

システム事業……………… ビリングサービス（ビリング・Ｅ－ビリング）、システム開発関連サービス、

ＰＩＮオンライン販売

その他事業………………… 空調・衛生設備工事業務、オフィス用品通信販売業務、ペットフード販売

３．従来、独立して表示しておりました生活ソリーション事業については、重要性が減少したことからその他事

業に含めて表示しております。なお、当連結会計年度においてその他事業に含めて表示した生活ソリューショ

ン事業の外部顧客に対する売上高は411,810千円、営業利益は8,256千円であります。

４．「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」の「重要な減価償却資産の減価償却の方法の変

更」に記載のとおり、当連結会計年度より減価償却資産の一部について減価償却の方法を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、エネルギー事業が　　

86,618千円、システム事業が17,632千円減少し、営業利益がそれぞれ同額増加しております。

５．「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」の「役員賞与に関する会計基準」に記載のとお

り、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用し

ております。これにより、当連結会計年度の営業費用は、エネルギー事業が12,000千円、システム事業が10,000

千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）及び当連結会計年度（自平成17年７月１日　至

平成18年６月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項

はありません。

【海外売上高】

　前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）及び当連結会計年度（自平成17年７月１日　至

平成18年６月30日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

－ 34 －



⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

関連当事者との取引について記載すべき重要な事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

関連当事者との取引について記載すべき重要な事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 314.73 円

１株当たり当期純利益金額 35.53 円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
35.25 円

１株当たり純資産額 392.12 円

１株当たり当期純利益金額 81.51 円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
80.53 円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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７月１日
至　平成17年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 291,372 613,384

普通株主に帰属しない金額（千円） 25,300 －

（うち利益処分による役員賞与金） (25,300) (    －) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 266,072 613,384

期中平均株式数（株） 7,488,460 7,525,333

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） 348 3,496

普通株式増加数（株） 70,312 134,577

（うち新株予約権） (70,312) (134,577)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権１種類（新株予約権の数

250個）

新株予約権１種類（新株予約権の数

200個）
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(1）関係会社株式の取得

　平成17年８月１日開催の当社取締役会において、株式

会社中浜商店（北海道函館市）の発行済全株式を取得し

子会社とすることを決議し、同日付で株式の取得が完了

いたしました。

　なお、関係会社株式の取得の詳細につきましては、

「６．個別財務諸表等」の重要な後発事象をご参照くだ

さい。

(2）関係会社株式の売却

　平成17年８月22日開催の当社取締役会において、当社

が所有する株式会社プリフォーム（札幌市白石区）の全

株式を売却することを決議いたしました。

　なお、関係会社株式の売却の詳細につきましては、

「６．個別財務諸表等」の重要な後発事象をご参照くだ

さい。

平成18年５月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

１．平成18年７月１日付をもって普通株式１株につき２株

に分割します。

①　分割により増加する株式数

普通株式　7,574,460株

②　分割方法

平成18年６月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載または記録された株主の所有株式数を、１株に

つき２株の割合をもって分割します。

２．配当起算日

平成18年７月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期

における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した

場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

157.37円 196.06円

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

17.77円 40.75円

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

17.62円 40.27円
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５．生産、受注及び販売の状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は販売を主として行っているため、事業の種類別セグメントごとに生産規模及

び受注実績を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

（1）仕入実績

　当連結会計年度の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

エネルギー事業 3,116,866 132.6

システム事業 8,886,843 867.5

その他事業 345,851 34.4

合計 12,349,561 282.0

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．金額は、仕入原価によっております。

３．当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前連結会計年度分

を変更後の区分に組み替えて行っております。

（2）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

エネルギー事業 5,305,865 119.6

システム事業 9,753,740 569.8

その他事業 422,719 30.6

合計 15,482,324 205.7

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱サークルＫサンクス － － 7,574,600 48.9

４．当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前連結会計年度分

を変更後の区分に組み替えて行っております。
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