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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 6,812 5.2 981 185.8 929 226.6 466 769.2
21年3月期第2四半期 6,473 ― 343 ― 284 ― 53 ―

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 32.87 ―

21年3月期第2四半期 3.78 ―

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 16,736 5,807 34.7 409.18
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2四半期  5,807百万円 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

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  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

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． 当第２四半期の業績予想は平成21年10月23日付「平成22年3月期第２四半期業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正発表いたしましたが、 
   通期に関しましては平成21年5月15日の決算発表時公表いたしました業績予想から変更しておりません。 
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2四半期 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2四半期  222,670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2四半期 14,193,869株 21年3月期第2四半期 14,194,579株
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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、一部の景気指標に改善の兆しがみられたものの、雇用環境の

一段の悪化や消費の不振等、景気は依然、厳しい状況で推移しました。 

 ＬＰガス業界におきましても、景気の悪化による個人消費の減退に伴うガス消費量の節約・減少及び、当第２四

半期は夏場のガス不需期である季節的な要因も相俟って、需要面では厳しい環境となりました。 

 このような状況のもと、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２四半期連結会計期間末

のお客様件数は、前年同期末に比べ7.3％増加しました。 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高におきましては、お客様件数の増加を主な要因として、6,812百万

円となり、前年同期に比べて5.2％の増加となりました。 

 収益面においては、前年同期に比べガス仕入価格が低下したことにより売上総利益は2,345百万円となり、前年

同期に比べ40.1％の増益となりました。 

 営業利益は981百万円と前年同期比185.8％の増益となり、経常利益は929百万円（前年同期比226.6％増）、四半

期純利益は466百万円（前年同期比769.2％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

 ガス事業におきましては、上記のとおりお客様件数が増加したことにより、当第２四半期連結累計期間の売上高

は6,621百万円と前年同期比337百万円増加したことに加え、ＬＰガスの仕入価格が前年同期比低い水準で推移した

ことから、営業利益は915百万円となりました。 

 不動産事業につきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比3百万円増加の191百万円、営業利

益は66百万円となりました 

 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２四半期連結会計期間末の資産合計は16,736百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,291百万円の減少

となりました。 

 資産の部では、流動資産が2,130百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,138百万円の減少となりました。こ

れは、受取手形及び売掛金が586百万円、現金及び預金が343百万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、14,606百万円となり、前連結会計年度末と比較して152百万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40百万円増加した一方、建設仮勘定が186百万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5,557百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,297百万円の減少となりました。こ

れは、買掛金が675百万円減少及び短期借入金が320百万円減少したことなどによるものです。 

 固定負債は、5,371百万円となり、前連結会計年度末と比較して289百万円の減少となりました。これは、長期借入

金の減少296百万円などによるものです。 

 純資産の部は、5,807百万円となり、前連結会計年度末と比較して295百万円の増加となりました。これは、利益剰

余金の増加296百万円などによるものです。 
  

 当第２四半期の業績予想は平成21年10月23日付「平成22年3月期第２四半期業績予想の修正に関するお知らせ」に

て修正発表いたしましたが、通期に関しましては今後のＬＰガスの仕入価格の変動や気候変動等、不確定要素が多々

あるため平成21年5月15日の決算発表時公表いたしました業績予想から変更しておりません。ただし、事業環境が大

きく変化し、当初業績予想の修正発表が必要と判断した場合は、速やかに開示いたします。 
  

 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、

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   

流動資産   

現金及び預金 572 916

受取手形及び売掛金 940 1,526

商品 243 267

貯蔵品 113 239

繰延税金資産 71 74

その他 219 272

貸倒引当金 △30 △28

流動資産合計 2,130 3,269

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 627 599

減価償却累計額 △420 △382

建物及び構築物（純額） 206 217

機械装置及び運搬具 18,680 17,903

減価償却累計額 △10,574 △9,838

機械装置及び運搬具（純額） 8,105 8,065

土地 337 272

賃貸用建物 2,684 2,734

減価償却累計額 △1,300 △1,254

賃貸用建物（純額） 1,383 1,479

賃貸用土地 2,365 2,375

建設仮勘定 409 596

その他 128 127

減価償却累計額 △119 △115

その他（純額） 9 11

有形固定資産合計 12,818 13,017

無形固定資産   

営業権 21 29

のれん 597 570

その他 27 29

無形固定資産合計 646 628

投資その他の資産   

投資有価証券 418 409

繰延税金資産 426 411

その他 413 407

貸倒引当金 △117 △117

投資その他の資産合計 1,141 1,111

固定資産合計 14,606 14,758

資産合計 16,736 18,027
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（単位：百万円）

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   

流動負債   

支払手形及び買掛金 915 1,591

短期借入金 1,159 1,480

1年内返済予定の長期借入金 1,316 1,466

未払法人税等 456 515

賞与引当金 72 55

未払金 1,522 1,587

その他 114 158

流動負債合計 5,557 6,855

固定負債   

長期借入金 1,723 2,019

長期未払金 2,597 2,691

退職給付引当金 27 27

役員退職慰労引当金 203 169

繰延税金負債 6 －

その他 813 752

固定負債合計 5,371 5,660

負債合計 10,929 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 4,960 4,663

自己株式 △168 △167

株主資本合計 5,785 5,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21 21

評価・換算差額等合計 21 21

純資産合計 5,807 5,511

負債純資産合計 16,736 18,027
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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：百万円）

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 6,473 6,812

売上原価 4,799 4,467

売上総利益 1,674 2,345

販売費及び一般管理費 1,330 1,363

営業利益 343 981

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 2 4

雑収入 24 22

営業外収益合計 28 27

営業外費用   

支払利息 87 79

営業外費用合計 87 79

経常利益 284 929

特別利益   

固定資産売却益 47 35

特別利益合計 47 35

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 2 4

投資有価証券売却損 3 －

減損損失 91 53

特別損失合計 99 57

税金等調整前四半期純利益 232 906

法人税、住民税及び事業税 202 451

法人税等調整額 △22 △11

法人税等合計 180 440

少数株主利益 △1 －

四半期純利益 53 466
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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) 

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 232 906

減価償却費 816 862

のれん償却額 32 35

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 16

受取利息及び受取配当金 △3 △5

支払利息 87 79

有形固定資産売却損益（△は益） △45 △34

有形固定資産除却損 2 4

減損損失 91 53

売上債権の増減額（△は増加） 631 611

たな卸資産の増減額（△は増加） 125 157

仕入債務の増減額（△は減少） △706 △605

その他の流動資産の増減額（△は増加） 77 △2

その他の流動負債の増減額（△は減少） △97 △65

その他の固定負債の増減額（△は減少） 42 61

その他 △1 △3

小計 1,295 2,072

利息及び配当金の受取額 2 4

利息の支払額 △87 △79

法人税等の支払額 △176 △506

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,033 1,490

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 △1,288 △746

有形固定資産の売却による収入 105 66

投資有価証券の取得による支出 － △8

その他 6 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,175 △732

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） 701 △320

長期借入れによる収入 － 300

長期借入金の返済による支出 △757 △788

配当金の支払額 △141 △170

割賦資産長期未払金支払額 △741 △888

割賦資産長期未払金増加額 1,072 760

その他 0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 132 △1,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9 △349

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 878 556
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 該当事項はありません。 

  

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） 

  
（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）及び当第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） 

 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）及び当第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） 

 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  6,284  188  6,473  －  6,473

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 0  －  0 ( )0  －

  計  6,285  188  6,473  ( )0  6,473

 営業利益  299  44  343  －  343

  
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  6,621  191  6,812  －  6,812

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 0  －  0 ( )0  －

  計  6,622  191  6,813  ( )0  6,812

 営業利益  915  66  981  －  981

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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（重要な後発事象） 

平成21年10月１日において、グループ会社であります株式会社クレックス三和は、グループ特定子会社であり

ますトーホクガス株式会社と合併して、トーホクガス株式会社は株式会社クレックス三和の権利義務全部を承継し

て存続し、株式会社クレックス三和は解散いたしました。 

両社とも グループ内連結子会社のため、連結業績に与える影響はありません。 

（１） 合併の目的 

 仙台市に拠点をおく両社の総合力を活かすべく合併し、経営の効率化をめざしたもの。 

  

（２） 株式会社クレックス三和の会社概要（被合併解散会社） 

     

（３） トーホクガス株式会社の会社概要（承継存続会社） 

        

  

６．その他の情報

１）主要な事業内容 不動産事業 

２）本社所在地 仙台市青葉区 

３）資本金 10百万円 

４）議決権の所有割合 株式会社クレックス 100％ 

５）売上高 335百万円（平成21年３月期）  

１）主要な事業内容 ガス事業、不動産事業 

２）本社所在地 仙台市青葉区 

３）資本金 98百万円 

４）議決権の所有割合 株式会社クレックス 100％ 

５）売上高 5,395百万円（平成21年３月期） 
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