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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,360 △1.3 198 ― 177 ― 102 ―

21年3月期第2四半期 4,418 ― △36 ― △59 ― △40 ―

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2四半期 13.50 ―

21年3月期第2四半期 △5.32 ―

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2四半期 11,626 6,031 51.9 797.02
21年3月期 12,640 5,955 47.1 786.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,031百万円 21年3月期  5,955百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00

22年3月期 ― 3.50

22年3月期 
（予想）

― 3.50 7.00

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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 通期の業績予想につきましては、平成21年10月１日付で唯一の連結子会社であるリノーバ東日本株式会社を吸収合併いたしましたため、連結業績予想
に替えて３ページ個別業績予想を開示しております。 
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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、４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） 

(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28日に公表いたしました個別業績予想を修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、下記予想に関する事項は、４ページ【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覧ください。 

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2四半期 7,586,000株 21年3月期  7,586,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  18,938株 21年3月期  18,938株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 7,567,062株 21年3月期第2四半期 7,567,095株
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個別業績予想 

平成 22 年３月期の個別業績予想（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

               （％表示は対前期増減率） 

 
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 

通期 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

10,403 0.1 614 31.6 562 35.0 352 35.0 46.52

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 無 
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策等により一部に底入れの兆しがあるものの、

依然として世界的な金融危機による景気低迷が続き、雇用情勢の悪化から個人消費が冷え込むなど、先行き不透明

な状況で推移いたしました。 

エネルギー業界におきましては、業務用のみならず家庭用分野にまでエネルギー間競争が激しさを増しており、

当業界を取り巻く環境は非常に厳しい状況となっております。 

このような環境の下、当社グループは都市ガス及びＬＰガスの新規需要の獲得に向けて積極的な営業活動を展開

いたしました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、期間平均では気温・水温共に前年並であったものの、第１四半期の気

温・水温が前年同期に比べ高く推移したことと第２四半期の気温が前期より低く推移したことにより給湯・空調需

要が伸び悩み、都市ガス販売量が減少したことに加え、その他の事業部門（ＬＰＧ事業部門）では、積極的な新規

需要の開発による家庭用販売量の増加がありましたが、工業用が落ち込んだこと等により4,360百万円（前年同期比

1.3％減）となりました。 

一方、利益面につきましては、都市ガス及びＬＰガスの購入価格が前年同期に比べ低く推移し売上原価が減少い

たしましたため、営業利益は198百万円（前年同期は営業損失36百万円）、経常利益は177百万円（前年同期は経常

損失59百万円）、第２四半期純利益は102百万円（前年同期は四半期純損失40百万円）と減収増益となりました。 

なお、当社グループの業績は、季節的変動が著しいガス事業のウェイトが高いため、その性質上ガスの需要期に

あたる冬期（下期）に売上高が偏る傾向があります。 

  

当第２四半期末の総資産は11,626百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,013百万円の減少となりました。その

主な要因は、現金及び預金の減少額644百万円、受取手形及び売掛金の減少額106百万円、減価償却による有形固定

資産の減少額119百万円等によるものであります。 

当第２四半期末の負債合計は5,595百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,089百万円の減少となりました。そ

の主な要因は、長期借入金の減少額378百万円、支払手形及び買掛金の減少額206百万円、設備手形の決済による関

係会社短期債務の減少額323百万円等によるものであります。 

当第２四半期末の純資産は6,031百万円となり、前連結会計年度末に比べ75百万円の増加となりました。その主な

要因は、第２四半期純利益102百万円の計上と配当金の支払額26百万円等によるものであります。この結果、自己資

本比率は51.9％と前連結会計年度末に比べ4.8ポイント上昇いたしました。 

  

当第２四半期累計期間の連結業績は、都市ガス販売量の減少等により売上高が当初計画を下回りましたが、利益

面では、ガス購入価格の値下り等により当初計画を若干上回る水準で推移いたしました。通期の業績予想につきま

しては、平成21年10月１日付で唯一の連結子会社であるリノーバ東日本株式会社を吸収合併いたしましたため、個

別業績予想を開示しております。なお、個別業績予想につきましては、今回の合併の影響が軽微であること、今後

の原料価格の動向、需要期の気温・水温の推移等の不透明要素があることから、平成21年４月28日の決算短信で発

表した業績予想を変更しておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

・簡便な会計処理 

１．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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ので、前連結会計年度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する方法によっております。 

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
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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
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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21年９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   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 347,269 352,894

供給設備 8,588,212 8,825,712

業務設備 447,992 366,002

その他の設備 79,193 77,378

建設仮勘定 62,140 22,026

有形固定資産合計 9,524,807 9,644,015

無形固定資産   

のれん 97,288 118,716

その他 37,270 32,245

無形固定資産合計 134,559 150,962

投資その他の資産   

繰延税金資産 161,394 185,587

その他 361,614 345,864

投資その他の資産合計 523,008 531,452

固定資産合計 10,182,375 10,326,429

流動資産   

現金及び預金 792,334 1,437,001

受取手形及び売掛金 384,708 491,385

製品 68,117 169,444

仕掛品 5,685 5,937

原材料及び貯蔵品 58,657 61,448

繰延税金資産 54,261 47,010

その他 85,866 106,811

貸倒引当金 △5,800 △5,360

流動資産合計 1,443,831 2,313,679

資産合計 11,626,207 12,640,109
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

固定負債   

長期借入金 1,979,280 2,301,430

退職給付引当金 287,262 335,132

役員退職慰労引当金 68,354 125,868

ガスホルダー修繕引当金 266,348 248,865

その他 89,537 6,140

固定負債合計 2,690,783 3,017,436

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 874,800 924,488

支払手形及び買掛金 183,760 389,834

関係会社短期債務 826,222 1,149,877

短期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 71,475 221,154

賞与引当金 90,920 82,220

その他 357,180 399,960

流動負債合計 2,904,359 3,667,535

負債合計 5,595,142 6,684,972

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 203,838 203,838

利益剰余金 5,233,308 5,157,673

自己株式 △9,078 △9,078

株主資本合計 6,028,068 5,952,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,995 2,703

評価・換算差額等合計 2,995 2,703

純資産合計 6,031,064 5,955,136

負債純資産合計 11,626,207 12,640,109
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,418,799 4,360,387

売上原価 2,650,069 2,349,720

売上総利益 1,768,729 2,010,667

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 1,592,661 1,536,433

一般管理費 212,464 275,664

供給販売費及び一般管理費合計 1,805,125 1,812,097

営業利益又は営業損失（△） △36,395 198,569

営業外収益   

受取利息 395 291

受取配当金 96 101

受取保険金 － 3,758

保険配当金 3,334 －

不動産賃貸料 1,355 1,410

その他 904 620

営業外収益合計 6,087 6,182

営業外費用   

支払利息 29,587 27,286

営業外費用合計 29,587 27,286

経常利益又は経常損失（△） △59,896 177,465

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 860

特別利益合計 － 860

特別損失   

退職給付費用 － 14,830

特別損失合計 － 14,830

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△59,896 163,495

法人税、住民税及び事業税 1,000 44,600

法人税等調整額 △20,610 16,776

法人税等合計 △19,610 61,376

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40,286 102,119
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

平成21年８月12日開催の取締役会において、当社の100％子会社であるリノーバ東日本株式会社を吸収合併す

ることを決議いたしました。 

  

１ 合併の目的 

当社グループの事業の整理統合を行い、経営の効率化とともにお客さまへのサービス強化を図るためであり

ます。 

  

２ 合併の要旨 

（１）合併の日程 

①合併決議取締役会      平成21年８月12日 

②合併契約締結        平成21年８月12日 

③合併の予定日（効力発生日） 平成21年10月１日 

（注）本合併は、当社においては、会社法第796条第３項に基づく簡易合併の手続きにより、リノーバ東日

本株式会社においては、会社法第784条第１項に基づく略式合併の手続きにより、株主総会の承認決

議は経ずに決定しております。 

（２）合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、リノーバ東日本株式会社は解散いたします。 

（３）合併比率 

新たに新株を発行しない方式によるため、該当事項はありません。 

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

  

３ 被合併会社の内容 

商号         リノーバ東日本株式会社（消滅会社） 

事業内容       住宅リフォーム事業 

設立年月日      昭和58年６月29日 

本店所在地      千葉県我孫子市下ヶ戸608番地― 1 

代表者の役職・氏名  代表取締役社長 廣瀬 太 

資本金        20,000千円 

発行済株式総数    248株 

純資産        93,593千円 

総資産        252,958千円 

売上高        552,194千円 

当期純利益       7,875千円 

決算期        ３月31日 

従業員数       ５名 

（注）資本金、純資産、総資産、売上高及び当期純利益の金額は、平成21年３月期のものを記載しておりま

す。 

  

４ 合併後の状況 

合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、資本金及び決算期の変更はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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