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1.  平成21年4月期第2四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年10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2四半期 10,290 19.2 70 ― 54 ― △30 ―

20年4月期第2四半期 8,633 9.4 △306 ― △300 ― △212 ―

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2四半期 △1.57 ―

20年4月期第2四半期 △10.96 ―

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2四半期 19,707 7,867 39.9 405.34
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2四半期  7,867百万円 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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年4月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 21,300 1.3 700 ― 680 769.9 350 ― 18.03

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  無  

(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） 

詳細は、３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．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９月12日に公表いたしました業績予想数値を変更しております。詳細につきましては、本日（平成20年12月
15日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。 
３．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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第2四半期  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2四半期  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2四半期  19,409,840株 20年4月期第2四半期  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２四半期（６か月）におけるわが国経済は、原油価格の高騰による原材料価格の上昇から企業業績悪化懸念

が蔓延する中、同会計期間後半には米国大手金融機関の相次ぐ破綻など世界的な金融危機の深刻さが鮮明となり、

内外需の急激な冷え込みに伴う設備投資抑制の動き、原油価格の急落、円高・株安の進行などが強まり、経営環境

は大きく揺れ動きました。金融機関をはじめ輸出関連事業や不動産事業分野を中心に今後の企業業績の厳しさを予

想させるものとなりました。 

 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 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。 

このような状況の中、当社グループは消費先の獲得やハウスメーカーとの提携、業務用顧客の拡大による顧客基

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、小売価格

値上げの迅速な対応、配管工事費用の見直しなど安定した収益確保に向けた対応を図りました。 

ボトルドウォーターの宅配を行うウォーター事業においては、競争は激化しつつありますが、ピュアウォーター

市場規模は拡大を持続しており良好な営業環境が続いております。 

このような状況の中、当社グループは他社比価格優位にある「アルピナ」を軸に、一般家庭用顧客への拡販、業

務用顧客の開拓、ＯＥＭ販売の増大を図るとともに、「紹介代理店制度」による代理店の獲得、ＷＥＢ機能の充実

による効率的な集客などの施策を推進し、販売数量の拡大に繋げることができました。    

一方、業容拡大への対応として、京浜ストックヤードを新設し、北アルプス大町第２工場の新設に着手するなど

需要拡大に呼応した安定供給体制の確立に向け整備を進め、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２四半期（６か月）の売上高は10,290百万円（前年同期比19.2％増）となり、利益面では営業

利益は70百万円（前年同期営業損失306百万円）、経常利益は54百万円（前年同期経常損失300百万円）、四半期純

損失は30百万円（前年同期四半期純損失212百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりです。 

１．ＬＰガス事業 

ＬＰガス事業については、激しい顧客獲得競争が持続している一方、ＣＰの高値圏持続による仕入金額の

増加により収益環境は厳しい状況でしたが、直売の顧客件数が前年同期末比約5,000件増加したことに加え、

卸販売価格の上昇、小売価格の値上げにより、売上高は8,528百万円となり、営業利益は615百万円となりま

した。 

２．ウォーター事業 

ウォーター事業については営業体制の強化により、「アルピナ」を軸に販売本数が大幅に増加したことか

ら売上高は1,761百万円となり、利益面では京浜ストックヤードの償却負担や人件費の増加はあったものの、

「アルピナ」の製造原価の低下及び増収効果により営業利益は173百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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765百万円増加し、19,707百万円とな

りました。流動資産は、受取手形及び売掛金の減少等により290百万円減少し、固定資産は、土地等の増加により

1,043百万円増加しました。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、社債及び

長期借入金の増加により1,079百万円の増加となりました。また、純資産は7,867百万円で前連結会計年度末比314百

万円減少し、自己資本比率は39.9％となりました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末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353百万円増加し、2,020百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間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、428百万円となりました。 

これは、仕入債務の減少486百万円、法人税等の支払額337百万円があったものの、売上債権の減少637百万円、

営業権償却394百万円、減価償却費229百万円、法人税等の還付金64百万円があったこと等によるものでありま

す。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、1,339百万円となりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出955百万円、無形固定資産の取得による支出405百万円があったこと等

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） 

財務活動の結果得られた資金は、1,263百万円となりました。 

これは、長期借入金の返済による支出660百万円、短期借入金の純減額356百万円、社債の償還による支出145百

万円及び配当金の支払192百万円があったものの、長期借入れによる収入1,950百万円及び社債発行による収入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 

 世界的な金融不安の行き着く先が未だ見えない状況であり、当社業績に大きな影響を与えるＣＰ，円ドル為替及び

国内消費の動向の見通しが不透明ですが、当初想定した下半期のＣＰ価格と現時点での下半期の予測価格が大きく乖

離しているため平成20年9月12日に公表した予想数値を変更しました。 

 通期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、売上高21,300百万円

（前年同期比1.3％増）、営業利益700百万円（前年同期営業損失42百万円）、経常利益680百万円（前年同期経常利

益78百万円）、当期純利益350百万円（前年同期当期純利益12百万円）を見込んでおります。 

詳しくは、本日（平成20年12月15日付）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

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 

該当事項はありません。 

  

（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 

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．「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、

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1,034千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、2,911千円減少して

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２四半期連結会計期間末
(平成20年10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 2,020,639 1,667,519

受取手形及び売掛金 2,550,138 3,191,863

商品 1,131,262 1,061,301

製品 39,488 21,816

仕掛品 7,404 8,764

貯蔵品 96,357 95,554

その他 407,245 497,952

貸倒引当金 △31,979 △34,110

流動資産合計 6,220,556 6,510,662

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,157,662 2,161,748

機械装置及び運搬具（純額） 1,086,935 1,055,077

土地 4,916,347 4,359,749

その他（純額） 691,409 122,388

有形固定資産合計 8,852,355 7,698,964

無形固定資産   

営業権 1,940,682 1,976,905

その他 66,537 71,178

無形固定資産合計 2,007,220 2,048,083

投資その他の資産   

その他 2,711,446 2,800,756

貸倒引当金 △119,480 △139,627

投資その他の資産合計 2,591,965 2,661,129

固定資産合計 13,451,541 12,408,177

繰延資産 34,937 23,014

資産合計 19,707,035 18,941,854
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年10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 1,750,351 2,241,010

短期借入金 1,446,000 1,802,670

1年内返済予定の長期借入金 1,089,423 968,434

未払法人税等 30,999 305,792

賞与引当金 121,350 105,368

役員賞与引当金 15,000 －

その他 1,575,627 1,614,133

流動負債合計 6,028,751 7,037,408

固定負債   

社債 1,260,000 600,000

長期借入金 2,649,732 1,480,852

長期未払金 743,331 821,519

退職給付引当金 203,268 191,568

役員退職慰労引当金 546,680 534,656

その他 407,781 94,223

固定負債合計 5,810,793 3,722,819

負債合計 11,839,544 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 5,891,800 6,116,385

自己株式 △1,989 △1,989

株主資本合計 7,717,759 7,942,344

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 149,731 239,282

評価・換算差額等合計 149,731 239,282

純資産合計 7,867,490 8,181,626

負債純資産合計 19,707,035 18,941,854
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 10,290,113

売上原価 6,813,269

売上総利益 3,476,843

販売費及び一般管理費 3,406,207

営業利益 70,635

営業外収益  

受取利息 13,198

受取配当金 6,912

受取保険金 22,102

スクラップ売却収入 21,546

その他 27,282

営業外収益合計 91,042

営業外費用  

支払利息 53,084

傷病見舞金 22,102

その他 32,314

営業外費用合計 107,501

経常利益 54,176

特別損失  

固定資産売却損 77

ゴルフ会員権売却損 1,211

固定資産除却損 381

投資有価証券評価損 8,609

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 3,200

特別損失合計 13,480

税金等調整前四半期純利益 40,695

法人税、住民税及び事業税 29,015

過年度法人税等 39,814

法人税等調整額 2,352

法人税等合計 71,182

四半期純損失（△） △30,486
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 4,967,721

売上原価 3,284,055

売上総利益 1,683,666

販売費及び一般管理費 1,736,989

営業損失（△） △53,322

営業外収益  

受取利息 6,340

受取保険金 22,102

スクラップ売却収入 7,946

その他 14,239

営業外収益合計 50,628

営業外費用  

支払利息 28,316

傷病見舞金 22,102

その他 23,819

営業外費用合計 74,237

経常損失（△） △76,931

特別損失  

固定資産売却損 77

ゴルフ会員権売却損 1,211

投資有価証券評価損 8,609

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 3,200

特別損失合計 13,098

税金等調整前四半期純損失（△） △90,030

法人税、住民税及び事業税 11,673

法人税等調整額 △45,277

法人税等合計 △33,604

四半期純損失（△） △56,426
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10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 40,695

減価償却費 229,294

営業権償却 394,284

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,277

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,982

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,699

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,024

受取利息及び受取配当金 △20,111

支払利息 53,084

固定資産除却損 381

売上債権の増減額（△は増加） 637,096

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,075

仕入債務の増減額（△は減少） △486,981

割賦未払金の増減額（△は減少） △42,462

未払金の増減額（△は減少） 56,768

預り金の増減額（△は減少） 14,165

その他 △65,272

小計 741,296

利息及び配当金の受取額 11,007

利息の支払額 △51,633

法人税等の還付額 64,908

法人税等の支払額 △337,150

営業活動によるキャッシュ・フロー 428,429

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 △955,774

有形固定資産の売却による収入 394

無形固定資産の取得による支出 △405,704

投資有価証券の取得による支出 △45,364

貸付けによる支出 △14,313

貸付金の回収による収入 70,638

保険積立金の積立による支出 △14,527

その他 25,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,339,510

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） △356,670

長期借入れによる収入 1,950,000

長期借入金の返済による支出 △660,131

社債の発行による収入 684,443

社債の償還による支出 △145,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,440

配当金の支払額 △192,702

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,263,498

現金及び現金同等物に係る換算差額 703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 353,120

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 2,020,639

－8－

株式会社トーエル（３３６１）平成２１年４月期第２四半期決算短信



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月１日 至平成20年10月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成20年10月31日） 

  （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」（３）．③に記載のとお

り、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、ＬＰガス事業で792千円増加

し、ウォーター事業で241千円増加しております。 

  
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） 

売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  4,049,569  918,152  4,967,721  －  4,967,721

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,049,569  918,152  4,967,721  －  4,967,721

営業利益又は営業損失（△）  218,163  90,819  308,983 (362,306)  △53,322

  
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  8,528,792  1,761,320  10,290,113  －  10,290,113

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  8,528,792  1,761,320  10,290,113  －  10,290,113

営業利益  615,133  173,512  788,645 (718,010)  70,635
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月１日 至平成20年10月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成20年10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。  

  

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月１日 至平成20年10月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成20年10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 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  8,633,406

Ⅱ 売上原価  5,684,123

売上総利益  2,949,282

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,255,795

営業損失（△） △306,513

Ⅳ 営業外収益  68,594

Ⅴ 営業外費用  62,272

経常損失（△） △300,191

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  4,119

税金等調整前中間純損失（△） △304,311

 法人税、住民税及び事業税  12,204

 法人税等調整額 △103,784

中間純損失（△） △212,731

    

－11－

株式会社トーエル（３３６１）平成２１年４月期第２四半期決算短信



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10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   

税金等調整前中間純損失(△) △304,311

減価償却費  198,143

営業権償却  374,538

貸倒引当金の減少額 △12,380

賞与引当金の増加額(△減少額)  11,733

役員賞与引当金の増加額(△減少額) △7,350

退職給付引当金の増加額  6,258

役員退職慰労引当金の増加額  14,656

受取利息及び配当金 △17,628

支払利息  36,081

保険解約益 △2,930

売上債権の減少額（△増加額）  575,561

たな卸資産の増加額 △65,718

仕入債務の増加額（△減少額） △311,399

その他 △113,632

小計  381,622

利息及び配当金の受取額  8,160

利息の支払額 △38,330

法人税等の還付額  688

法人税等の支払額 △144,342

営業活動によるキャッシュ・フロー  207,797

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 △529,560

有形固定資産の売却による収入  314

無形固定資産の取得による支出 △348,441

貸付けによる支出 △3,558

貸付金の回収による収入  66,311

保険積立金の解約による収入  6,436

その他 △4,146

投資活動によるキャッシュ・フロー △812,644

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  122,668

長期借入れによる収入  1,600,000

長期借入金の返済による支出 △388,658

社債の償還による支出 △455,000

配当金の支払額 △192,280

財務活動によるキャッシュ・フロー  686,729

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △79

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  81,803

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中間期末残高  1,376,834
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

 （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 

  

  
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  7,326,268  1,307,137  8,633,406  －  8,633,406

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,326,268  1,307,137  8,633,406  －  8,633,406

営業利益又は営業損失（△）  310,495  1,066  311,561 (618,074)  △306,513

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10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。 

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10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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