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1.  平成21年4月期第1四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年7月31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4月期第1四半期 5,322 19.1 123 ― 131 ― 24 ―

20年4月期第1四半期 4,467 8.0 △47 ― △35 ― △36 ―

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4月期第1四半期 1.28 ―

20年4月期第1四半期 △1.86 ―

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4月期第1四半期 18,921 7,978 42.2 411.06
20年4月期 18,941 8,181 43.2 421.52

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  7,978百万円 20年4月期  8,181百万円

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4月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 9,800 13.5 △105 ― △105 ― △130 ― △6.70

通期 22,830 8.6 500 ― 500 639.6 310 2,472.0 15.97

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．その他をご覧ください。  

(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） 

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

(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．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。 
２．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おり
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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4月期第1四半期  19,415,040株 20年4月期  19,415,040株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  5,200株 20年4月期  5,200株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第1四半期  19,409,840株 20年4月期第1四半期  19,409,840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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国やインドなど新興国の経済は成長を持続させたものの、サ

ブプライムローン問題に起因する世界的な金融不安や原油高・食料高による欧米景気減速の影響を受け、内外需の低

迷から生産や設備投資の抑制の動きが出始めるなど、景気後退懸念が強まりました。

　ＬＰガス事業においては、原油価格が１バレル140ドルを超えて高騰し、ＬＰガスの輸入価格であるＣＰ（サウジ

アラムコの通告価格）が７月に１トン当たり905ドルと最高値を更新するなど、収益環境は引き続き厳しい状況とな

りました。

　一方、ボトルドウォーターの宅配を行うウォーター事業は、ピュアウォーター市場規模の成長を背景に、業容は大

きく拡大いたしました。

　このような状況の中、当社グループはＬＰガス事業においては営業権の獲得やハウスメーカーとの提携を中心に顧

客基盤の拡充に努め、業容の増大を図る一方、売上原価増加への対応として卸販売価格のＣＰ連動化の浸透や無償配

管工事の見直しなど収益確保を図りました。

　ウォーター事業においては生産設備の増強、京浜ストックヤードの新設など安定供給体制を整え、当社グループ総

力を挙げて「アルピナ」の拡販に努めました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は5,322百万円（前年同期比19.1％増）となり、利益面では営業

利益は123百万円（前年同期営業損失47百万円）、経常利益は131百万円（前年同期経常損失35百万円）、四半期純利

益は24百万円（前年同期四半期純損失36百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて20百万円減少し、18,921百万円となり

ました。流動資産は、受取手形及び売掛金の減少534百万円により808百万円減少し、固定資産は、土地等の増加によ

り774百万円増加しました。負債につきましては、支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少しましたが、社債の増

加により182百万円の増加となりました。また、純資産は7,978百万円で前連結会計年度末比202百万円減少し、自己

資本比率は42.2％となりました。

 （キャッシュ・フローの状況）

 当第１四半期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、前連結会計年度末に比べ

220百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末は、1,446百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は、231百万円となりました。

　これは、仕入債務の減少374百万円、法人税等の支払額317百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益

が、130百万円であったこと、また、売上債権の減少530百万円、営業権償却188百万円、減価償却費107百万円が

あったこと等によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は、905百万円となりました。

　これは、有形固定資産の取得による支出679百万円、無形固定資産の取得による支出266百万円があったこと等

によるものであります。

財務活動の結果得られた資金は、452百万円となりました。

これは、長期借入金の返済による支出386百万円、短期借入金の純減額235百万円、社債の償還による支出20百

万円及び配当金の支払185百万円があったものの、長期借入れによる収入600百万円及び社債の発行による収入

684百万円があったこと等によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年４月期の連結業績予想につきましては、平成20年６月13日に公表いたしました第２四半期および通期の連

結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）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

　棚卸資産の評価方法

　　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、帳簿たな卸により算定し

ております。
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（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

　（会計基準等の改正に伴う変更）

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　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」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　企業会計基準適用

指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を当第１四半期連結会計期

間から適用したことに伴い、評価基準については、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更に伴う損益に与える影

響はありません。

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開

始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半

期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　これにより、営業利益は425千円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、1,566千円減少しており

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。

　リース取引開始日が、適用初年度前の所有権移転外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を引き続き採用しております。
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年７月31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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,446,787 1,667,519

受取手形及び売掛金 2,657,564 3,191,863

商品 1,059,871 1,061,301

製品 28,635 21,816

仕掛品 11,054 8,764

貯蔵品 97,736 95,554

その他 433,481 497,952

貸倒引当金 △33,294 △34,110

流動資産合計 5,701,837 6,510,662

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,194,011 2,161,748

機械装置及び運搬具（純額） 1,052,863 1,055,077

土地 4,918,376 4,359,749

その他（純額） 327,542 122,388

有形固定資産合計 8,492,792 7,698,964

無形固定資産   

営業権 1,978,668 1,976,905

その他 69,124 71,178

無形固定資産合計 2,047,792 2,048,083

投資その他の資産   

その他 2,786,509 2,800,756

貸倒引当金 △144,389 △139,627

投資その他の資産合計 2,642,119 2,661,129

固定資産合計 13,182,705 12,408,177

繰延資産 36,754 23,014

資産合計 18,921,296 18,941,854
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年７月31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４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,874,380 2,241,010

短期借入金 1,567,000 1,802,670

1年内返済予定の長期借入金 865,428 968,434

未払法人税等 54,234 305,792

賞与引当金 59,805 105,368

役員賞与引当金 7,500 －

その他 1,655,919 1,614,133

流動負債合計 6,084,267 7,037,408

固定負債   

社債 1,300,000 600,000

長期借入金 1,797,275 1,480,852

長期未払金 763,409 821,519

退職給付引当金 194,936 191,568

役員退職慰労引当金 542,184 534,656

その他 260,541 94,223

固定負債合計 4,858,347 3,722,819

負債合計 10,942,614 10,760,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 555,282 555,282

資本剰余金 1,272,666 1,272,666

利益剰余金 5,947,084 6,116,385

自己株式 △1,989 △1,989

株主資本合計 7,773,043 7,942,344

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 205,639 239,282

評価・換算差額等合計 205,639 239,282

純資産合計 7,978,682 8,181,626

負債純資産合計 18,921,296 18,941,854

株式会社トーエル（3361）平成21年４月期第１四半期決算短信

－5－



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 5,322,391

売上原価 3,529,214

売上総利益 1,793,177

販売費及び一般管理費 1,669,218

営業利益 123,958

営業外収益  

受取利息 6,858

受取配当金 6,912

スクラップ売却収入 13,599

その他 13,042

営業外収益合計 40,413

営業外費用  

支払利息 24,768

その他 8,495

営業外費用合計 33,263

経常利益 131,108

特別損失  

固定資産除却損 381

特別損失合計 381

税金等調整前四半期純利益 130,726

法人税、住民税及び事業税 29,757

過年度法人税等 39,814

法人税等調整額 36,356

法人税等合計 105,928

四半期純利益 24,797
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31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 130,726

減価償却費 107,912

営業権償却 188,765

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,946

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,563

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,367

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,528

受取利息及び受取配当金 △13,771

支払利息 24,768

固定資産除却損 381

売上債権の増減額（△は増加） 530,429

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,860

仕入債務の増減額（△は減少） △374,649

割賦未払金の増減額（△は減少） △21,713

未払金の増減額（△は減少） 26,670

預り金の増減額（△は減少） 82,011

その他 △77,555

小計 563,397

利息及び配当金の受取額 9,170

利息の支払額 △23,105

法人税等の支払額 △317,770

営業活動によるキャッシュ・フロー 231,690

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 △679,095

無形固定資産の取得による支出 △266,379

投資有価証券の取得による支出 △847

貸付けによる支出 △2,280

貸付金の回収による収入 46,204

保険積立金の積立による支出 △8,455

その他 5,796

投資活動によるキャッシュ・フロー △905,056

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △235,670

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 △386,583

社債の発行による収入 684,443

社債の償還による支出 △20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,289

配当金の支払額 △185,366

財務活動によるキャッシュ・フロー 452,534

現金及び現金同等物に係る換算差額 100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △220,731

現金及び現金同等物の期首残高 1,667,519

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,446,787
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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

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年５月１日　至平成20年７月31日）

　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５月１日　至平成20年７月31日）

 
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）

     売上高及び営業損益

      売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,479,223 843,168 5,322,391 －　 5,322,391

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－　 －　 －　 －　 －　

 計 4,479,223 843,168 5,322,391 －　 5,322,391

 営業利益 396,970 82,692 479,662 (355,703) 123,958

  （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、アルピナ）、サーバー

３. 会計処理の方法の変更

  （リース取引に関する会計基準）

  「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」４．（３）に記載のとお

り、当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、ＬＰガス事業で36千円増加し、ウォーター事業で462

千円減少しております。

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５月１日　至平成20年７月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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５月１日　至平成20年７月31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

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年５月１日　至平成20年７月31日）

　該当事項はありません。
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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

科目

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年５月１日

　　至　平成19年７月31日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,467,118

Ⅱ　売上原価 2,936,349

売上総利益 1,530,768

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,577,834

営業損失 △47,066

Ⅳ　営業外収益 35,046

Ⅴ　営業外費用 23,829

経常損失 △35,849

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純損失 △35,849

　法人税、住民税及び事業税 5,139

　法人税等調整額 △4,888

四半期純損失 △36,100
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年５月１日

　　至　平成19年７月31日）

区分 金額（千円）

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純損失 △35,849

減価償却費 91,285

営業権償却 178,461

貸倒引当金の増加額（△減少額） 898

賞与引当金の増加額（△減少額） △46,602

退職給付引当金の増加額 3,901

役員退職慰労引当金の増加額 2,716

受取利息及び受取配当金 △9,765

支払利息 17,239

保険解約益 △2,930

売上債権の減少額（△増加額） 531,357

たな卸資産の減少額（△増加額） 16,138

仕入債務の増加額（△減少額） △293,276

役員賞与の支払額 △14,700

その他 △71,163

小計 367,711

利息及び配当金の受取額 5,047

利息の支払額 △16,724

法人税等の還付額 688

法人税等の支払額 △144,178

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,543

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

無形固定資産の取得による支出 △159,845

投資有価証券の取得による支出 △969

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 42,717

保険解約による収入 6,436

保険積立による支出 △8,750

その他 △3,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △371,756

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

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △185,312

社債の償還による支出 △20,000

配当金の支払額 △170,744

財務活動によるキャッシュ・フロー 443,610

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 284,383

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,295,031

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,579,415
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日）

 
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）

     売上高及び営業損益

      売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,861,741 605,377 4,467,118 －　 4,467,118

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－　 －　 －　 －　 －　

 計 3,861,741 605,377 4,467,118 －　 4,467,118

 営業利益又は営業損失（△） 282,828 △30,493 252,335 (299,401) △47,066

  （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、アルピナ）、サーバー

ｂ．所在地別セグメント情報

　前第１四半期連結累計期間（自平成19年５月１日　至平成19年７月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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

　前第１四半期連結累計期間（自平成19年５月１日　至平成19年７月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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