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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 3,953 7.0 866 122.2 841 134.2 486 168.4
21年3月期第1四半期 3,694 ― 390 ― 359 ― 181 ―

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

22年3月期第1四半期 34.26 ―

21年3月期第1四半期 12.76 ―

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

22年3月期第1四半期 17,699 5,839 33.0 411.40
21年3月期 18,027 5,511 30.6 388.31

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,839百万円 21年3月期  5,511百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

6,480 0.1 622 81.0 558 96.0 230 328.4 16.20

通期 15,229 2.8 1,697 12.4 1,568 12.9 790 54.4 55.66
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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、３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21年5月15日に公表いたしました連結業績予想は、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 14,416,000株 21年3月期  14,416,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  222,070株 21年3月期  221,870株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 14,193,947株 21年3月期第1四半期 14,194,844株
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 当第１四半期のわが国経済は、輸出や生産など一部に持ち直しの動きがみられたものの、企業収益や設備投資が

大幅に減少、雇用不安の拡大等、景気は厳しい状況となりました。こうしたなか、ＬＰガス業界におきましても、

一時沈静化したＬＰガス輸入価格が上昇傾向を辿りはじめ、今後の仕入価格への影響が予断を許さない状況となっ

て参りました。また、景気の悪化による、個人消費の減退がガス消費量の節約・減少にまで及び、季節的要因も相

俟って、需要面でも厳しい環境となってきています。 

 このような状況のもと、当社グループでは、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、前

年同期間末に比べ7.5％増加しました。 

 売上高は、お客様件数の増加を主な要因として、3,953百万円となり、前年同期に比べて7.0％の増加となりました。

 収益面においても、前年度後半のＬＰガス輸入価格の沈静化に伴うガス仕入価格の値下がりが当第１四半期にも

引続き寄与し、売上総利益は1,549百万円となり、前年同期に比べ44.9％の増益となりました。 

 営業利益は、866百万円となり、前年同期比122.2％の増益となりました。 

 経常利益についても841百万円（前年同期比134.2％増）、四半期純利益は486百万円（同168.4％増）となりました。 

 なお、当社グループの業績は、季節的変動が大きいガス事業の占めるウェイトが高いため第４四半期に偏る傾向

があります。 

 当第１四半期末の資産合計は17,699百万円となり、前連結会計年度末と比較して327百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産が2,981百万円となり、前連結会計年度末と比較して288百万円の減少となりました。これ

は、受取手形及び売掛金が331百万円、貯蔵品が131百万円とそれぞれ減少したことなどによるものです。 

 固定資産は、14,718百万円となり、前連結会計年度末と比較して39百万円の減少となりました。これは、設備投資

による機械装置及び運搬具が102百万円増加した一方、建設仮勘定が235百万円減少したことなどによるものです。 

 負債の部では、流動負債が6,364百万円となり、前連結会計年度末と比較して490百万円の減少となりました。これ

は、ガス仕入額が減少し買掛金が814百万円減少及び１年以内返済長期借入金が138百万円減少した一方、短期借入金

が608百万円増加などによるものです。 

 固定負債は、5,495百万円となり、前連結会計年度末と比較して164百万円の減少となりました。これは、長期借入

金の減少230百万円などによるものです。 

 純資産の部は、5,839百万円となり、前連結会計年度末と比較して327百万円の増加となりました。これは、利益剰

余金の増加315百万円などによるものです。 

  

 当第１四半期の業績は予定通り推移しているため、平成21年5月15日の決算発表時公表いたしました第２四半期連

結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。 

  

 該当事項はありません。 

（注）当社は平成21年4月16日において株式会社旭商会の発行済株式数220,000株のうち203,600株（92.5％）を

61百万円で譲受し、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第７項に規定する特定子会社には該当いたしません。  

  

（簡便な会計処理） 

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。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,201 916

受取手形及び売掛金 1,194 1,526

商品 221 267

貯蔵品 108 239

繰延税金資産 69 74

その他 212 272

貸倒引当金 △27 △28

流動資産合計 2,981 3,269

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 620 599

減価償却累計額 △406 △382

建物及び構築物（純額） 214 217

機械装置及び運搬具 18,384 17,903

減価償却累計額 △10,216 △9,838

機械装置及び運搬具（純額） 8,167 8,065

土地 337 272

賃貸用建物 2,736 2,734

減価償却累計額 △1,279 △1,254

賃貸用建物（純額） 1,457 1,479

賃貸用土地 2,375 2,375

建設仮勘定 360 596

その他 128 127

減価償却累計額 △117 △115

その他（純額） 10 11

有形固定資産合計 12,923 13,017

無形固定資産   

営業権 25 29

のれん 615 570

その他 28 29

無形固定資産合計 669 628

投資その他の資産   

投資有価証券 437 409

繰延税金資産 401 411

その他 404 407

貸倒引当金 △117 △117

投資その他の資産合計 1,126 1,111

固定資産合計 14,718 14,758

資産合計 17,699 18,027
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 776 1,591

短期借入金 2,088 1,480

1年内返済予定の長期借入金 1,327 1,466

未払法人税等 363 515

賞与引当金 92 55

未払金 1,588 1,587

その他 127 158

流動負債合計 6,364 6,855

固定負債   

長期借入金 1,789 2,019

長期未払金 2,686 2,691

退職給付引当金 30 27

役員退職慰労引当金 203 169

繰延税金負債 6 －

その他 780 752

固定負債合計 5,495 5,660

負債合計 11,860 12,515

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 4,979 4,663

自己株式 △167 △167

株主資本合計 5,805 5,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33 21

評価・換算差額等合計 33 21

純資産合計 5,839 5,511

負債純資産合計 17,699 18,027
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,694 3,953

売上原価 2,624 2,404

売上総利益 1,069 1,549

販売費及び一般管理費 679 682

営業利益 390 866

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1 4

雑収入 10 11

営業外収益合計 12 15

営業外費用   

支払利息 43 41

営業外費用合計 43 41

経常利益 359 841

特別利益   

固定資産売却益 23 15

特別利益合計 23 15

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 1 2

特別損失合計 3 2

税金等調整前四半期純利益 379 854

法人税等   

法人税、住民税及び事業税 191 360

法人税等調整額 8 7

法人税等合計 200 368

少数株主利益 △1 －

四半期純利益 181 486
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 379 854

減価償却費 396 422

のれん償却額 16 17

賞与引当金の増減額（△は減少） 33 36

受取利息及び受取配当金 △2 △4

支払利息 43 41

有形固定資産売却損益（△は益） △21 △15

有形固定資産除却損 1 2

売上債権の増減額（△は増加） 388 356

たな卸資産の増減額（△は増加） 178 184

仕入債務の増減額（△は減少） △765 △717

その他の流動資産の増減額（△は増加） 57 △27

その他の流動負債の増減額（△は減少） 53 △18

その他の固定負債の増減額（△は減少） 20 28

その他 △0 5

小計 777 1,165

利息及び配当金の受取額 1 4

利息の支払額 △44 △42

法人税等の支払額 △176 △507

営業活動によるキャッシュ・フロー 558 619

投資活動によるキャッシュ・フロー   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △42

有形固定資産の取得による支出 △722 △353

有形固定資産の売却による収入 56 23

投資有価証券の取得による支出 － △7

その他 △3 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △669 △381

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） 662 608

長期借入金の返済による支出 △467 △410

配当金の支払額 △141 △170

割賦資産長期未払金支払額 △562 △590

割賦資産長期未払金増加額 758 606

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 248 42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138 280

現金及び現金同等物の期首残高 888 906

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,026 1,186
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  
当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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 

  

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21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。 

   

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21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。 

   

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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

高又は振替高 
 0  －  0 ( )0  －

  計  3,600  94  3,694  ( )0  3,694

 営業利益  373  16  390  －  390

  
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  3,859  94  3,953  －  3,953

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 0  －  0 ( )0  －

  計  3,859  94  3,954  ( )0  3,953

 営業利益  835  31  866  －  866

事業区分 主要な内容 

ガス事業 ＬＰガスの供給、関連商品並びに灯油の販売、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 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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