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1.  平成22年4月期第2四半期の連結業績（平成21年5月1日～平成21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 ％

22年4月期第2四半期 8,800 △14.5 459 550.2 388 618.0 279 ―

21年4月期第2四半期 10,290 19.2 70 ― 54 ― △30 ―

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4月期第2四半期 14.40 ―

21年4月期第2四半期 △1.57 ―

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4月期第2四半期 19,537 8,589 44.0 442.54
21年4月期 20,183 8,516 42.2 438.80

（参考） 自己資本   22年4月期第2四半期  8,589百万円 21年4月期  8,516百万円

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4月期 ― ― ― 10.00 10.00

22年4月期 ― ―

22年4月期 
（予想）

― 10.00 10.00

3.  平成22年4月期の連結業績予想（平成21年5月1日～平成22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 20,100 △6.8 1,100 △20.6 1,030 △21.9 610 △7.4 31.42
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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 

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用
にあたっての注意事項等については、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4月期第2四半期 19,415,040株 21年4月期  19,415,040株

② 期末自己株式数 22年4月期第2四半期  5,560株 21年4月期  5,200株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年4月期第2四半期 19,409,670株 21年4月期第2四半期 19,409,840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、世界的な金融不安に端を発した不況から、内外経済対策によ

り輸出や一部耐久消費財を中心とした需要の持ち直しを背景に、生産の回復が見られるものの、依然として企業収

益や雇用情勢は厳しい状況が続いており、個人消費の低迷、デフレ懸念など総じて景気不振の悪循環から抜け出せ

ない状況が続いております。 

ＬＰガス事業においては、ＬＰガス輸入価格であるＣＰ（コントラクトプライス）が安定して推移するととも

に、円高の持続により仕入価格は大幅に低減しました。同時に仕入価格に連動する卸販売価格も低下しましたが、

収益環境は前年同期に比べ大幅な改善となりました。 

ウォーター事業においては、景気が低迷する中、節約志向の高まりから消費量の低下傾向が見られましたが、当

社のボトルドウォーター事業の伸びは持続しており、主力ブランドのアルピナを中心に業容の拡大を維持すること

ができました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は8,800百万円（前年同四半期比14.5％減）、営業利益は459百

万円（前年同四半期比550.2％増）、経常利益は388百万円（前年同四半期比618.0％増）、四半期純利益は279百万

円（前年同四半期純損失30百万円）と減収増益となりました。 

  

事業の種類別セグメントの概況は以下の通りです。 

  

１．ＬＰガス事業 

熾烈な顧客獲得競争が続いておりますが、当社グループ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、小売部門の顧客件数は前年同期比約３千件増加しました。しかしながら、ガス仕入単価の低下

に連動して卸売部門の販売単価が前年同期比大幅に低下したこと、節約志向を背景に一般家庭における単位消費量

が減少し、ＬＰガスの販売数量が前年同期比約３％減少したことから売上高は6,937百万円（前年同四半期比18.7％

減）となりました。 

損益面では仕入単価の低下による売上原価の大幅な減少及び経費節減効果により、営業利益は970百万円（前年同

四半期比57.8％増）となりました。 

  

２．ウォーター事業 

価格面からハワイウォーターをアルピナへ切替える動きがあり、ハワイウォーターの販売本数は微減となりまし

たが、卸売・ＯＥＭ販売を中心にアルピナの伸張（前年同期比約46％増）によりリカバーすることができました。

景気の低迷による逆風の影響はあったものの、日本で一番美味しいとされる北アルプスの水を原水とする品質の優

位性、競合他社に対する価格の優位性、更にはトーエル独自の合理的な物流システムを武器に、ＬＰガス顧客２５

万件に向けた販売強化、業務用顧客の開拓、卸・ＯＥＭ販売の拡大を図るとともにＷＥＢ機能の充実による効率的

な集客などの施策を展開し、販売数量の増加を達成することが出来ました。この結果、売上高は1,868百万円（前年

同四半期比6.1％増）となりました。 

損益面では、子会社㈱ＨＷコーポレーションにおいて円高による仕入コストの低減が図られ、また子会社アルプ

スウォーター（株）の大町第２工場稼動により減価償却費が増加しましたが、アルピナの製造本数が前年同期比約

50％増加したことにより製造原価の大幅低減を実現し、営業利益は241百万円（前年同四半期比38.9％増）となりま

した。 

ウォーター事業の業容の拡大に並行し、平成21年５月のアルピナ大町第２工場稼動に続き、コールセンターの150

人体制への拡充、物流面では鳥浜（横浜市金沢区）に大型ストックヤードの設置を完了するなどウォーター事業の

拡大を支えるための投資を着実に行ってまいりました。更に、南アルプスに山梨工場建設を計画しております。既

に5,500坪の土地を確保、試掘も完了しており、無人・無菌室の 新鋭のアルピナ生産工場建設の準備を進めており

ます。 

また、当社が保有する倉庫スペース、水、燃料など様々な資源の有効活用を目的に、新規事業として植物工場運

営の研究に着手し、準備を開始しました（注）。 

（注）平成２１年９月１日付で株式会社ドトール・日レスホールディングス傘下の日本レストランシステム株式会社と折半出資にて水耕

栽培による野菜等の生産を目的とする合弁会社「Ｔ＆Ｎアグリ株式会社」を設立しました。（平成２１年８月２４日付で公表いたしまし

た「関連会社の設立に関するお知らせ」をご参照下さい。）   

  

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
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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645百万円減少し、19,537百万円とな

りました。流動資産は、受取手形及び売掛金の減少541百万円等により838百万円減少し、固定資産は、機械装置及

び運搬具の増加等により197百万円増加しました。負債につきましては、支払手形及び買掛金176百万円及び未払法

人税等367百万円が減少したことにより718百万円の減少となりました。また、純資産は8,589百万円で前連結会計年

度末比72百万円増加し、自己資本比率は44.0％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59百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は、2,462百万円となりました。 

（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、1,083百万円となりました。 

これは、仕入債務の減少166百万円、法人税等の支払額434百万円、役員退職慰労引当金の減少143百万円があ

ったものの、売上債権の減少542百万円、営業権償却405百万円、減価償却費372百万円、税金等調整前四半期純

利益455百万円があったこと等によるものであります。。 

  

（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、869百万円となりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出541百万円、無形固定資産の取得による支出270百万円があったこと等

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） 

財務活動の結果使用した資金は、276百万円となりました。 

これは、長期借入れによる収入200百万円、短期借入金の純増額424百万円があったものの、長期借入金の返済

による支出538百万円、社債の償還による支出100百万円及び配当金の支払187百万円があったこと等によるもの

であります。 

  

  

通期の業績予想につきましては、ＬＰガスの仕入価格であるＣＰが需要期の冬場に向かい上昇する気配を見せて

おり不透明な状況ですが、上半期実績並びに現時点で入手可能な情報に基づき修正を行いました。詳細は、本日別

途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

棚卸資産の評価方法 

 当第２四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。 

  

  

該当事項はありません。 

   

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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,462,279 2,521,736

受取手形及び売掛金 2,131,957 2,673,046

商品及び製品 772,560 969,918

仕掛品 9,508 10,456

貯蔵品 76,390 61,990

その他 290,571 346,584

貸倒引当金 △27,927 △29,857

流動資産合計 5,715,340 6,553,875

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,299,116 2,174,968

機械装置及び運搬具（純額） 1,512,056 1,175,824

土地 4,916,347 4,916,347

その他（純額） 1,208,668 1,209,201

有形固定資産合計 9,936,189 9,476,341

無形固定資産   

営業権 1,531,085 1,741,113

その他 81,491 88,408

無形固定資産合計 1,612,576 1,829,521

投資その他の資産   

その他 2,334,052 2,379,165

貸倒引当金 △103,153 △103,355

投資その他の資産合計 2,230,899 2,275,809

固定資産合計 13,779,665 13,581,673

繰延資産 42,154 47,545

資産合計 19,537,160 20,183,094
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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21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,381,350 1,557,597

短期借入金 550,000 126,000

1年内返済予定の長期借入金 986,743 1,080,572

未払法人税等 85,387 453,266

賞与引当金 130,699 124,260

役員賞与引当金 15,000 40,000

その他 1,897,830 1,977,465

流動負債合計 5,047,010 5,359,161

固定負債   

社債 1,780,000 1,880,000

長期借入金 2,037,258 2,281,629

長期未払金 539,416 626,755

退職給付引当金 202,009 206,067

役員退職慰労引当金 451,015 594,274

その他 890,947 718,210

固定負債合計 5,900,646 6,306,936

負債合計 10,947,656 11,666,097

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 6,666,812 6,581,359

自己株式 △2,079 △1,989

株主資本合計 8,492,682 8,407,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96,821 109,678

評価・換算差額等合計 96,821 109,678

純資産合計 8,589,503 8,516,996

負債純資産合計 19,537,160 20,183,094
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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５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21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 10,290,113 8,800,518

売上原価 6,813,269 4,922,645

売上総利益 3,476,843 3,877,872

販売費及び一般管理費 3,406,207 3,418,570

営業利益 70,635 459,302

営業外収益   

受取利息 13,198 13,468

受取配当金 6,912 2,896

受取保険金 22,102 －

スクラップ売却収入 21,546 －

その他 27,282 41,590

営業外収益合計 91,042 57,955

営業外費用   

支払利息 53,084 61,443

傷病見舞金 22,102 －

支払手数料 － 37,000

その他 32,314 29,855

営業外費用合計 107,501 128,298

経常利益 54,176 388,958

特別利益   

固定資産売却益 － 763

投資有価証券売却益 － 39,129

国庫補助金 － 27,100

特別利益合計 － 66,992

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 40,695 455,950

法人税、住民税及び事業税 29,015 77,456

過年度法人税等 39,814 －

法人税等調整額 2,352 98,943

法人税等合計 71,182 176,399

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,486 279,551
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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２四半期連結会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 4,967,721 4,166,099

売上原価 3,284,055 2,308,568

売上総利益 1,683,666 1,857,531

販売費及び一般管理費 1,736,989 1,701,111

営業利益又は営業損失（△） △53,322 156,419

営業外収益   

受取利息 6,340 6,552

受取保険金 22,102 －

スクラップ売却収入 7,946 6,304

その他 14,239 16,975

営業外収益合計 50,628 29,831

営業外費用   

支払利息 28,316 30,804

傷病見舞金 22,102 －

支払手数料 － 37,000

その他 23,819 13,955

営業外費用合計 74,237 81,760

経常利益又は経常損失（△） △76,931 104,491

特別利益   

固定資産売却益 － 548

投資有価証券売却益 － 39,129

特別利益合計 － 39,677

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利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△90,030 144,168

法人税、住民税及び事業税 11,673 62,357

法人税等調整額 △45,277 1,235

法人税等合計 △33,604 63,593

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56,426 80,575
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21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 40,695 455,950

減価償却費 229,294 372,052

営業権償却 394,284 405,986

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,277 △2,132

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,982 6,439

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,699 △4,057

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,024 △143,259

受取利息及び受取配当金 △20,111 △16,364

支払利息 53,084 61,443

固定資産除却損 381 －

売上債権の増減額（△は増加） 637,096 542,460

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,075 183,905

仕入債務の増減額（△は減少） △486,981 △166,270

割賦未払金の増減額（△は減少） △42,462 △28,050

未払金の増減額（△は減少） 56,768 △63,313

預り金の増減額（△は減少） 14,165 9,519

その他 △65,272 △39,141

小計 741,296 1,575,167

利息及び配当金の受取額 11,007 6,199

利息の支払額 △51,633 △63,299

法人税等の還付額 64,908 －

法人税等の支払額 △337,150 △434,977

営業活動によるキャッシュ・フロー 428,429 1,083,090

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 △541,621

有形固定資産の売却による収入 394 2,140

無形固定資産の取得による支出 △405,704 △270,580

投資有価証券の取得による支出 △45,364 △366

関係会社株式の取得による支出 － △50,490

投資有価証券の売却による収入 － 57,866

貸付けによる支出 △14,313 △120,960

貸付金の回収による収入 70,638 36,601

保険積立金の解約による収入 － 2,618

保険積立金の積立による支出 △14,527 △14,458

その他 25,140 29,806

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,339,510 △869,443
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

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） △356,670 424,000

長期借入れによる収入 1,950,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △660,131 △538,200

社債の発行による収入 684,443 －

社債の償還による支出 △145,000 △100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,440 △74,827

自己株式の取得による支出 － △89

配当金の支払額 △192,702 △187,717

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,263,498 △276,834

現金及び現金同等物に係る換算差額 703 3,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 353,120 △59,457

現金及び現金同等物の期首残高 1,667,519 2,521,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,020,639 2,462,279
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 該当事項はありません。 

  

前第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２四半期連結会計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日） 

  

前第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） 

  

（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〕

  
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  3,233,971  932,128  4,166,099  －  4,166,099

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,160  －  5,160 (5,160)  －

計  3,239,131  932,128  4,171,259 (5,160)  4,166,099

営業利益  389,267  137,824  527,091 ( )370,672  156,419

  
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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当第２四半期連結累計期間（自平成21年５月１日 至平成21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 

前第２四半期連結累計期間 

（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。 

  

当第２四半期連結累計期間 

該当事項はありません。  

  

前第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２四半期連結会計期間（自

平成21年８月１日 至平成21年10月31日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年５月１日 至平成21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。  

  

前第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２四半期連結会計期間（自

平成21年８月１日 至平成21年10月31日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年５月１日 至平成21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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  
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  6,932,237  1,868,280  8,800,518  －  8,800,518

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,160  －  5,160 (5,160)  －

計  6,937,398  1,868,280  8,805,678 (5,160)  8,800,518

営業利益  970,959  241,051  1,212,011 (752,709)  459,302

〔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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〔生産、受注及び販売の状況〕  

(1）生産実績 

当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．ＬＰガスの輸入価格であるＣＰ（コントラクトプライス）が前四半期に比べ大幅に低下したことによるもの

であります。 

  

(3）販売実績 

当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．総合管理とは、当社が販売店の小売顧客サービスについて当社の小売顧客と同様の管理を委託されてＬＰガ

ス供給を行う販売形態であり、営業権（販売店が小売顧客へガスを販売する権利）を持つ販売店にはロイヤ

リティの支払をする取引形態であります。 

    ４．ＬＰガスの輸入価格であるＣＰ（コントラクトプライス）が前四半期に比べ大幅に低下したことによるもの

であります。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年８月１日 
至 平成21年10月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

 ウォーター事業（千円）  115,335  33.1

合計（千円）  115,335  33.1

  事業の種類別セグメントの名称  
当第２四半期連結会計期間
（自平成21年８月１日 

  至平成21年10月31日） 
前年同四半期比（％） 

 ＬＰガス事業（千円）  1,981,044 (注)３ △34.3 

 ウォーター事業（千円）  259,453     6.1 

合計（千円）  2,240,497     △31.3 

 事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自平成21年８月１日 

  至平成21年10月31日） 
前年同四半期比（％） 

 ＬＰガス事業（千円）  3,239,131 (注)４ △20.0 

 小売（千円）  2,189,922    △9.0 

 総合管理（千円）（注）３  117,533 △13.3 

 卸売（千円）  931,674    △38.2 

 ウォーター事業（千円）  932,128    1.5 

 小売（千円）    804,893  4.5 

 卸売（千円）    127,234    △14.0 

合計（千円）  4,171,259     △16.0 
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