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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,694 ― 390 ― 359 ― 181 ―

20年3月期第1四半期 3,200 4.3 523 4.0 497 5.2 276 13.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 12.76 ―

20年3月期第1四半期 19.47 ―

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

21年3月期第1四半期 17,779 5,239 29.5 369.10
20年3月期 18,234 5,194 28.5 365.82

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,239百万円 20年3月期  5,192百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 6,400 ― 330 ― 250 ― 50 ― 3.52
通期 14,680 11.6 960 △5.9 800 △11.1 310 △24.4 21.84

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １． 平成20年５月16日に公表いたしました連結業務予想は、修正しておりません。 
 ２． 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。 
 ３． 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 
    針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  14,416,000株 20年3月期  14,416,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  221,270株 20年3月期  221,070株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  14,194,844株 20年3月期第1四半期  14,195,730株
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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１四半期のわが国の経済は、原油価格・原材料価格の急騰やサブプライムローンに起因する世界的な金融不安

および円高の影響などにより、景気の不透明感が強くなってまいりました。 

 プロパンガス業界におきましても、ガス仕入価格が高水準に推移したこと等から、厳しい経営環境が続きました。

 このような状況下、当社グループでは引続き新たなお客様の獲得に注力し、当第１四半期末のお客様件数は、昨年

12月株式取得により株式会社藤森プロパン商会を子会社化したこともあり、前年同期末に比べ11.7％増加しました。

 当第１四半期の売上高は、お客様件数の増加に加え,前連結会計年度にガス仕入価格高騰に伴うガス販売価格の引

上げも寄与し、前年同期に比べて15.4％増加し3,694百万円となりました。 

 一方、収益面においては、ガス販売価格を引上げるも仕入価格の上昇を吸収するまでに至らなかったこと等から、

売上原価率が前年同期比5.1％上昇した結果、売上総利益は1,069百万円（前年同期比2.0％減）となりました。 

 営業利益は、お客様件数の増加等に伴う販売費及び一般管販費の増加により390百万円（前年同期比25.4％減）と

なりました。 

 この結果、経常利益は359百万円（前年同期比27.8％減）、税金等調整前四半期純利益は379百万円（前年同期比

23.0％減）、当四半期純利益は181百万円（前年同期比34.5％減）となりました。 

 なお、当社グループの業績は、その性質上季節的変動が著しいガス事業の占めるウェイトが高いため下期に偏る傾

向があります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の資産合計は17,779百万円となり、前連結会計年度末と比較して455百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産が3,194百万円となり、前連結会計年度末と比較して537百万円の減少となりました。これ

は、ガス売上が季節的要因により減少し、受取手形及び売掛金が388百万円、商品が81百万円、貯蔵品66百万円それ

ぞれ減少したことなどによるものです。 

 固定資産は、14,584百万円となり、前連結会計年度末と比較して82百万円の増加となりました。これは、設備投資

による機械装置及び運搬具が163百万円増加、機械装置及び運搬具等への振替による建設仮勘定の57百万円の減少な

どによるものです。 

 負債の部では、流動負債が6,292百万円となり、前連結会計年度末と比較して324百万円の減少となりました。これ

は、ガス仕入が季節的要因により減少し買掛金が944百万円減少及び１年以内返済長期借入金が122百万円減少した一

方、短期借入金が662百万円増加などによるものです。 

 固定負債は、6,247百万円となり、前連結会計年度末と比較して175百万円の減少となりました。これは、長期借入

金が344百万円減少と設備投資に伴う割賦長期未払金が147百万円増加などによるものです。 

 純資産の部は、5,239百万円となり、前連結会計年度末と比較して45百万円の増加となりました。これは、利益剰

余金が39百万円増加などによるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は予定通り推移しているため、平成20年５月16日の決算発表時公表いたしました第２四半期累

計期間および通期の業績予想から変更しておりません。 

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） 

 当第１四半期中における重要な子会社の異動はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 建物及び賃貸用建物以外の有形固定資産について減価償却の方法として定率法を採用しているため、当連結

会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

② 繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックスプランニン

グを利用しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,043 901

受取手形及び売掛金 1,151 1,539

商品 320 401

貯蔵品 254 321

繰延税金資産 44 37

未収入金 260 428

その他 144 129

貸倒引当金 △26 △26

流動資産合計 3,194 3,732

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 575 562

減価償却累計額 △364 △351

建物及び構築物（純額） 210 210

機械装置及び運搬具 16,435 15,971

減価償却累計額 △8,791 △8,490

機械装置及び運搬具（純額） 7,643 7,480

土地 236 236

賃貸用土地 2,640 2,640

賃貸用建物 2,854 2,817

減価償却累計額 △1,165 △1,133

賃貸用建物（純額） 1,689 1,683

建設仮勘定 671 729

その他 129 128

減価償却累計額 △113 △112

その他（純額） 15 15

有形固定資産合計 13,107 12,997

無形固定資産   

営業権 39 43

のれん 619 635

その他 31 32

無形固定資産合計 691 711

投資その他の資産   

投資有価証券 284 272

繰延税金資産 218 238

その他 400 399

貸倒引当金 △117 △117

投資その他の資産合計 786 793

固定資産合計 14,584 14,502

資産合計 17,779 18,234
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,127 2,071

短期借入金 1,916 1,253

1年内返済予定の長期借入金 1,328 1,451

未払法人税等 192 178

賞与引当金 89 56

未払金 1,550 1,525

その他 87 80

流動負債合計 6,292 6,616

固定負債   

長期借入金 2,742 3,087

長期未払金 2,635 2,488

退職給付引当金 30 29

役員退職慰労引当金 172 172

その他 666 645

固定負債合計 6,247 6,423

負債合計 12,540 13,040

純資産の部   

株主資本   

資本金 582 582

資本剰余金 411 411

利益剰余金 4,333 4,294

自己株式 △167 △167

株主資本合計 5,160 5,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79 71

評価・換算差額等合計 79 71

少数株主持分 0 1

純資産合計 5,239 5,194

負債純資産合計 17,779 18,234
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,694

売上原価 2,624

売上総利益 1,069

販売費及び一般管理費 679

営業利益 390

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 1

雑収入 10

営業外収益合計 12

営業外費用  

支払利息 43

営業外費用合計 43

経常利益 359

特別利益  

固定資産売却益 23

特別利益合計 23

特別損失  

固定資産売却損 1

固定資産除却損 1

特別損失合計 3

税金等調整前四半期純利益 379

法人税等  

法人税、住民税及び事業税 191

法人税等調整額 8

法人税等合計 200

少数株主利益 △1

四半期純利益 181
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 379

減価償却費 396

のれん償却額 16

賞与引当金の増減額（△は減少） 33

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 43

有形固定資産売却損益（△は益） △21

有形固定資産除却損 1

売上債権の増減額（△は増加） 388

たな卸資産の増減額（△は増加） 178

仕入債務の増減額（△は減少） △765

その他の流動資産の増減額（△は増加） 57

その他の流動負債の増減額（△は減少） 53

その他の固定負債の増減額（△は減少） 20

その他 △0

小計 777

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △44

法人税等の支払額 △176

営業活動によるキャッシュ・フロー 558

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 △722

有形固定資産の売却による収入 56

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △669

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 662

長期借入金の返済による支出 △467

配当金の支払額 △141

長期未払金の増加による収入 758

長期未払金の返済による支出 △562

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138

現金及び現金同等物の期首残高 888

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,026
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、提供するサービス・商品の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主要な内容 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  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。 

ｃ．海外売上高 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 
ガス事業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円）

売上高          

 (1）外部顧客に対する売上高 3,600 94 3,694 － 3,694 

 (2）セグメント間の内部売上高 0 － 0 (0) － 

計 3,600 94 3,694 (0) 3,694 

営業利益 373 16 390 － 390 

事業区分 主要な内容 

ガス事業 プロパンガスの供給、関連商品の販売、関連設備工事等 

不動産事業 不動産の賃貸、販売及び仲介並びに管理 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前年同四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため記載を省略しております。 

（３）セグメント情報 

 前年同四半期ではセグメント情報資料を作成していないため記載を省略しております。 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 3,200 

Ⅱ 売上原価 2,109 

売上総利益 1,091 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 568 

営業利益 523 

Ⅳ 営業外収益   

 受取配当金 1 

 雑収入 14 

営業外収益計 15 

Ⅴ 営業外費用   

 支払利息 40 

営業外費用計 40 

経常利益 497 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 4 

税金等調整前四半期純利益 493 

税金費用 217 

四半期純利益 276 
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