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１

(1)連結経営成績                                                     (百万円

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期(当期)純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20年４月期 １四半期 4,4  △4  △3  △3 第 67   8.0 7   － 5   － 6   － 

19年４月期 第１四半期 4,134  20.4 175  255.7 181   53.6 101  115.3 

19 年４月期  18,197   － 448   － 480    － 207    － 

 

 １ 株 当 た り
潜 在 株 式 調 整 後

四半期(当期）純利益
１ 株 当 た り

四半期（当期）純利益
 円   銭 円   銭 

20 年４月期 第１四半期 △1  86  － 

19 年４月期 第１四半期 5  20  － 

19 年４月期  10  68  － 

(注 営業利益 ーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

       

(2)連結財政状態                               (百万円未満切り捨て) 

)１．売上高、 等におけるパ

                      ２．潜在株式調整後１株当たり純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   

 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 

20 年４月期 １四半期 17,717  8,202    422 第   46.3    59 

19 年４月期 第１四半期 15,627  8,380   53.6  431   77 

19 年４月期 17,947  8,465   47.2  436   12 

 

(3)連結キャッシュ・フローの状況                       (百万円未満切り捨て) 

 営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高
 百万円 百万円 百万円 百万円 

20 年４月期 １四半期    212  △371    443  1,579 第     

19 年４月期 第１四半期    330  △459    372  1,674 

19 年４月期  1,182 △1,794    474  1,295 

 

 

．平成 20 年４月期の連結業績予想 (平成 19 年５月１日～平成 20 年４月 30 日) 

び通期の業績予想に

変

 

 

 

２

当期の予想につきましては、現在のところ平成 19 年６月 14 日発表の中間期およ

更はありません。 

－  － 
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３．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う                ： 無 

特定子会社の異動) 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無      ： 有 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無    ： 無 

 

(注) 詳細は、３ページの「【定性的情報･財務諸表等】４．その他」をご覧ください。 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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に基づき算出したものであり、実際の業

績は今後さまざまな要因により大きく異なる可能性があります。上記の予想に関する事項については、

添付資料の３ページの「【定性的情報･財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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【定性的情報･財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における我が国経済は、原油価格およびそれに伴う原材料の高騰や金利上昇気配、加え

て最近の米国経済の減速などのさまざまな負の要因により景気に及ぼす悪影響が懸念されております

が、輸出関連業種が底堅く、全般的には堅調に推移いたしました。 

このような状況の中、当社グループはＬＰガス事業において営業権の買取り、業務用顧客の開拓、ハ

ウスメーカーとの提携を中心に業容の拡大を図りました。ウォーター事業においては、ハワイウォータ

ーの安定した顧客数の拡大を基盤に、国産ピュアウォーター「アルピナ」の積極的な販売活動を展開し、

当第１四半期における新規顧客獲得軒数は既にハワイウォーターを上回るレベルで増加しております。 

経費につきましては、ＬＰガス仕入単価の高騰による仕入金額、営業権の買取りによる償却費及び「ア

ルピナ」の製造設備投資に伴う減価償却費がそれぞれ増加いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 4,467 百万円(前年同期比 8.0％増)となり、営業

損失は 47 百万円(前年同期比 222 百万円減)と増収減益になり、経常損失は 35 百万円(前年同期比 217

百万円減)、当第１四半期純損失は 36 百万円(前年同期比 137 百万円減)となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 連結財政状態の変動状況 

当第１四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ230百万円減少し、17,717百万円となりました。 

また、純資産は、8,202 百万円となり、自己資本比率は 46.3％となりました。 

 

(2) 連結キャッシュ･フローの状況 

当第１四半期における現金及び現金同等物の残高は 1,579 百万円となり、前連結会計年度末と比べ

284 百万円の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払 144 百万円と仕入債務の減少 293 百万円が

あったものの、売上債権の減少 531 百万円と減価償却等の非資金項目が 269 百万円等により得られた

資金は、212 百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得 406 百万円等により使用した資

金は、371 百万円となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済 185 百万円と配当金の支払 170 百万円及び社

債の償還による支出 20 百万円があったものの、新規借入金 819 百万円の増加により得られた資金は、

443 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当期の予想につきましては、現在のところ平成 19 年６月 14 日発表の中間期および通期の業績予想に

変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 期中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) 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

・ たな卸高につきましては、帳簿たな卸によって算出しております。 

・ 退職給付引当金につきましては、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき、当第１四

半期末において発生していると認められる額を計上しております。 

・ その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

－  － 
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５．(要約)四半期連結財務諸表 

(１) (要約)四半期連結貸借対照表 
                                                               (単位：千円) 

当四半期末 

（平成20年４月期第１四半期）

前年同四半期末 

（平成19年４月期第１四半期）
増 減 

（参考）前期末 

平成19年４月期 

区 分 金 額 金 額 金 額 金 額 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  1,579,415 1,674,886   1,295,031

２．受取手形及び売掛金  2,136,203 1,978,937   2,667,367

３．たな卸資産  969,905 830,036  
 

986,044

４．その他  429,055 335,898   416,999

貸倒引当金  △24,735 △24,938   △24,991

流動資産合計  5,089,844 4,794,820 295,024  5,340,450

Ⅱ 固定資産   
 

１．有形固定資産   

(1)建物及び構築物  1,880,353 1,651,607  1,827,226

(2)機械装置及び運搬具  961,864 666,131  995,806

(3)土地  4,359,749 4,272,622  4,303,444

(4)その他  410,367 473,303  311,840

有形固定資産合計  7,612,334 7,063,664 548,670 7,438,317

２．無形固定資産   

(1)営業権  2,298,500 992,988  2,377,123

(2)その他  76,071 70,556  94,041

無形固定資産合計  2,374,571 1,063,544 1,311,026 2,471,164

３．投資その他の資産   

(1)長期貸付金  423,087 488,373  445,364

(2)保険積立金  623,047 609,210  617,509

(3)その他  1,762,330 1,777,411  1,801,605

貸倒引当金  △167,633 △169,963  △166,479

投資その他の資産合計  2,640,831 2,705,031 △64,200 2,698,000

固定資産合計  12,627,737 10,832,241 1,795,496 12,607,482

資産合計  17,717,582 15,627,062 2,090,520 17,947,932

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

－  － 
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                                                           (単位：千円) 

 
当四半期末 

（平成20年４月期第１四半期）

前年同四半期末 

（平成19年４月期第１四半期）
増 減 

（参考）前期末 

平成19年４月期 

区 分 金 額 金 額 金 額 金 額 

（負債の部）  
 

 
  

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形及び買掛金  1,628,018 1,394,287  1,919,962

２．短期借入金  2,019,667 1,200,000  1,600,000

３．1年以内返済予定長期借入金  806,636 538,520  608,688

４．1年以内償還予定社債  500,000 510,000  500,000

５．未払法人税等  7,281 68,902  156,869

６．賞与引当金  50,597 58,116  97,200

７．役員賞与引当金  － －  14,700

８．その他  1,423,486 1,020,976  1,428,684

流動負債合計  6,435,687 4,790,803 1,644,883 6,326,104

Ⅱ 固定負債   

１．社債  135,000 635,000  155,000

２．長期借入金  1,095,988 907,100  1,079,248

３．退職給付引当金  180,256 173,118  176,355

４．役員退職慰労引当金  521,335 490,507  518,619

５．その他  1,146,740 249,647  1,227,433

固定負債合計  3,079,319 2,455,374 623,945 3,156,656

負債合計  9,515,007 7,246,178 2,268,829 9,482,760

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  555,282 555,282 － 555,282

２．資本剰余金  1,272,666 1,272,666 － 1,272,666

３．利益剰余金  6,067,744 6,191,576 △123,831 6,297,943

４．自己株式  △1,989 △1,713 △276 △1,989

株主資本合計  7,893,703 8,017,811 △124,108 8,123,902

Ⅱ 評価・換算差額等   

１． その他有価証券 

評 価 差 額 金 
 308,872 346,547 △37,674 341,269

２． 繰延ヘッジ損益  － 16,525 △16,525 －

評価・換算差額等合計  308,872 363,072 △54,200 341,269

純資産合計  8,202,575 8,380,884 △178,308 8,465,172

負債純資産合計  17,717,582 15,627,062 2,090,520 17,947,932

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

－  － 
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(２) (要約)四半期連結損益計算書 
                                                                     (単位：千円) 

 
当四半期 

（平成20年４月期第１四半期）

前年同四半期 

（平成19年４月期第１四半期）
増 減 

（参考）前期 

平成19年４月期 

区 分 金 額 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 売上高  4,467,118 4,134,519 332,598 18,197,040

Ⅱ 売上原価  2,936,349 2,594,891 341,458 11,799,365

売上総利益  1,530,768 1,539,628 △8,859 6,397,674

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,577,834 1,364,257 213,577 5,949,310

営業利益又は営業損失

（△） 
 △47,066 175,370 △222,436 448,364

Ⅳ 営業外収益  35,046 25,384 9,661 132,593

Ⅴ 営業外費用  23,829 18,865 4,963 100,530

経常利益又は経常損失

（△） 
 △35,849 181,890 △217,739 480,426

Ⅵ 特別利益  － － － 31,728

Ⅶ 特別損失  － － － 36,524

税金等調整前四半期 

(当期)純利益又は四半

期純損失（△） 

 △35,849 181,890 △217,739 475,631

法人税、住民税及び事業税 5,139 68,803  289,100

法人税等調整額 △4,888 251 12,060 80,863 △80,612 △20,863 268,237

四半期（当期）純利益又

は四半期純損失（△）
 △36,100 101,026 △137,127 207,393

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

－  － 
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(３) (要約)四半期連結株主資本等変動計算書 
当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年５月１日 至 平成 19 年７月 31 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 19 年４月 30 日 残高（千円） 555,282 1,272,666 6,297,943 △1,989 8,123,902

第１四半期連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △194,098  △194,098

四半期純損失 △36,100  △36,100

株主資本以外の項目の当四半期連結会

計期間中の変動額（純額） 
 

第１四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△230,199  △230,199

平成 19 年７月 31 日 残高（千円） 555,282 1,272,666 6,067,744 △1,989 7,893,703

 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証

券評価差額金

評価・換算差額

等合計 

純資産合計 

平成 19 年４月 30 日 残高（千円） 341,269 341,269 8,465,172 

第１四半期連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △194,098 

四半期純損失 △36,100 

株主資本以外の項目の当四半期連結会

計期間中の変動額（純額） 
△32,397 △32,397 △32,397 

第１四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△32,397 △32,397 △262,596 

平成 19 年７月 31 日 残高（千円） 308,872 308,872 8,202,575 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－  － 
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前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年５月１日 至 平成 18 年７月 31 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 18 年４月 30 日 残高（千円） 555,282 1,272,666 6,300,355 △1,713 8,126,591

第１四半期連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △194,106  △194,106

役員賞与 △15,700  △15,700

四半期純利益 101,026  101,026

株主資本以外の項目の当四半期連結会

計期間中の変動額（純額） 
 

第１四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△108,779  △108,779

平成 18 年７月 31 日 残高（千円） 555,282 1,272,666 6,191,576 △1,713 8,017,811

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益 

評価・換算差額

等合計 

純資産合計 

平成 18 年４月 30 日 残高（千円） 362,833 － 362,833 8,489,425 

第１四半期連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △194,106 

役員賞与 △15,700 

四半期純利益 101,026 

株主資本以外の項目の当四半期連結会

計期間中の変動額（純額） 
△16,286 16,525 238 238 

第１四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△16,286 16,525 238 △108,541 

平成 18 年７月 31 日 残高（千円） 346,547 16,525 363,072 8,380,884 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－  － 
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前連結会計年度（自 平成 18 年５月１日 至 平成 19 年４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 18 年４月 30 日 残高（千円） 555,282 1,272,666 6,300,355 △1,713 8,126,591

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △194,106  △194,106

役員賞与 △15,700  △15,700

当期純利益 207,393  207,393

 自己株式の取得 △276 △276

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（千円） △2,412 △276 △2,689

平成 19 年４月 30 日 残高（千円） 555,282 1,272,666 6,297,943 △1,989 8,123,902

 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証

券評価差額金

評価・換算差額

等合計 

純資産合計 

平成 18 年４月 30 日 残高（千円） 362,833 362,833 8,489,425 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △194,106 

役員賞与 △15,700 

当期純利益 207,393 

 自己株式の取得 △276 

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額） 
△21,563 △21,563 △21,563 

連結会計年度中の変動額合計（千円） △21,563 △21,563 △24,253 

平成 19 年４月 30 日 残高（千円） 341,269 341,269 8,465,172 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

－  － 
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(４) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
                                                                (単位：千円) 

 
当四半期 

（平成20年４月期第１四半期）

前年同四半期 

（平成19年４月期第１四半期） 

(参考)前期 

平成19年４月期 

区 分 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 
税金等調整前四半期(当期)純利益 

又は四半期純損失（△） 
△35,849 181,890 475,631 

 減価償却費 91,285 66,002 351,256 

 営業権償却 178,461 92,162 793,825 

 貸倒引当金の増加額（△減少額） 898 △440 △3,872 

 賞与引当金の増加額（△減少額） △46,602 △38,978 105 

 退職給付引当金の増加額 3,901 4,887 8,123 

 役員退職慰労引当金の増加額 2,716 8,118 36,229 

 受取利息及び受取配当金 △9,765 △6,900 △33,571 

 支払利息 17,239 11,209 50,031 

 保険解約益 △2,930 － △13,829 

 売上債権の減少額（△増加額） 531,357 535,388 △151,540 

 たな卸資産の減少額（△増加額） 16,138 99,175 △56,831 

 仕入債務の増加額（△減少額） △293,276 △460,644 71,268 

 役員賞与の支払額 △14,700 △15,700 △15,700 

 その他 △71,163 △94,150 △128,396 

 小計 367,711 382,017 1,382,729 

 利息及び配当金の受取額 5,047 7,201 33,525 

 利息の支払額 △16,724 △14,440 △50,698 

 法人税等の還付額 688 － 6,850 

 法人税等の支払額 △144,178 △44,579 △190,094 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 212,543 330,199 1,182,311 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 有形固定資産の取得による支出 △246,888  △244,390 △911,277 

 有形固定資産の売却による収入 － － 840 

 無形固定資産の取得による支出 △159,845 △201,077 △992,436 

 投資有価証券の取得による支出 △969 － △2,127 

 貸付けによる支出 △1,000 － △3,095 

 貸付金の回収による収入 42,717 22,326 101,757 

 保険解約による収入 6,436 － 26,205 

 保険積立による支出 △8,750 － △38,198 

 その他 △3,456 △36,836 23,861 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △371,756 △459,977 △1,794,469 

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 419,667 700,000 1,100,000 

 長期借入れによる収入 400,000 － 700,000 

 長期借入金の返済による支出 △185,312 △163,284 △620,968 

 社債の償還による支出 △20,000 △20,000 △510,000 

 配当金の支払額 △170,744 △171,898 △193,782 

 その他 － 27,680 △276 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 443,610 372,498 474,972 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △14 36 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 284,383 242,706 △137,148 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,295,031 1,432,180 1,432,180 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 1,579,415 1,674,886 1,295,031 
     

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

－  － 
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(５) 仕入及び販売の状況 
      

(1) 商品仕入実績                                     (千円未満切り捨て) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

当四半期 
(平成 20 年４月期第１四半期)

前年同期増減率 

ＬＰガス事業    （千円） 2,600,916  17.1 ％ 

ウォーター事業   （千円） 258,657  22.8 ％ 

合 計 2,859,574  17.6 ％ 

(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                                       (千円未満切り捨て) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

当四半期 
(平成 20 年４月期第１四半期)

前年同期増減率 

ＬＰガス事業    （千円） 3,861,741  4.8 ％ 

  小売業 2,351,841  10.1 ％ 

  総合管理 (注)３ 155,942  △45.7 ％ 

  卸売 1,353,957  7.2 ％ 

ウォーター事業   （千円） 605,377  35.1 ％ 

  小売業  (注)４ 573,471  －  

  卸売   (注)４ 31,905  －  

合 計 4,467,118  8.0 ％ 

(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。 

４．ウォーター事業の小売及び卸売区分の開示は当第１四半期から行っているため、前年同期

増減率については、「－」で表示しております。 

－  － 

 

11


	第1四半期財務･業績の概況(H19.9.14提出)(表紙)（表題修正）
	第1四半期財務･業績の概況(H19.9.14提出)(2-9)（表題修正）
	５．(要約)四半期連結財務諸表
	(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
	(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
	(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
	(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。


