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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 10,454 4.1 1,409 119.4 1,330 140.0 760 250.0
21年3月期第3四半期 10,046 ― 642 ― 554 ― 217 ―

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3四半期 53.61 ―

21年3月期第3四半期 15.32 ―

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3四半期 17,008 6,089 35.8 429.01
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3四半期  6,089百万円 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、４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3四半期 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3四半期  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3四半期 14,193,689株 21年3月期第3四半期 14,194,428株

 
㈱クレックス（7568） 平成２２年３月期 第３四半期決算短信

- 2 -



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の業種に回復の兆しがみられたものの、円高の影響も懸

念され雇用環境の低迷や消費の不振等、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、景気の低迷による個人消費の減退に伴うガス消費量の節約・減少により秋以降の

ガス需要期を迎えたにも拘らず、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３四半期連結会計期間末

のお客様件数は、前年同期末に比べ6.7％増加しました。 

 当第３四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、10,454百万

円となり、前年同期に比べて4.1％の増加となりました。 

 収益面におきましては、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3,471百万円となり、

前年同期に比べ30.0％の増益となりました。 

 営業利益は1,409百万円と前年同期比119.4％の増益となり、経常利益は1,330百万円（前年同期比140.0％増）、

四半期純利益は760百万円（前年同期比250.0％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３四半期連結累計期間の売上高

は10,170百万円と前年同期比404百万円増加したことに加え、ＬＰガスの仕入価格が前年同期と比べ低い水準で推

移したことから、営業利益は1,310百万円となりました。 

 不動産事業におきましては、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比2百万円増加の283百万円、営業利

益は98百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は17,008百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,018百万円の減少

となりました。 

 資産の部では、流動資産が2,585百万円となり、前連結会計年度末と比較して683百万円の減少となりました。これ

は、受取手形及び売掛金が157百万円、現金及び預金が233百万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、14,423百万円となり、前連結会計年度末と比較して335百万円の減少となりました。これは、賃貸用

建物が118百万円減少並びに建設仮勘定が281百万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5,871百万円となり、前連結会計年度末と比較して983百万円の減少となりました。これ

は、買掛金が368百万円減少及び1年以内返済予定の長期借入金が253百万円減少したことなどによるものです。 

 固定負債は、5,048百万円となり、前連結会計年度末と比較して612百万円の減少となりました。これは、長期借入

金の減少529百万円などによるものです。 

 純資産の部は、6,089百万円となり、前連結会計年度末と比較して577百万円の増加となりました。これは、利益剰

余金の増加590百万円などによるものです。  

  

 当第３四半期連結累計期間の業績は見込みを上回って推移しておりますが、通期に関しましては今後のＬＰガスの

仕入価格の動向や気候変動等、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。  

  

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
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該当事項はありません。 

 
（注）① 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。 

② 平成21年10月１日において、連結子会社であります株式会社クレックス三和は、同じく連結子会社で

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。株式会社クレックス三和

は特定子会社には該当いたしません。 

なお、両社とも100％連結子会社のため、合併による連結業績への影響はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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ため、前連結会計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。  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 682 916

受取手形及び売掛金 1,368 1,526

商品 296 267

貯蔵品 95 239

繰延税金資産 38 74

その他 136 272

貸倒引当金 △32 △28

流動資産合計 2,585 3,269

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 636 599

減価償却累計額 △436 △382

建物及び構築物（純額） 200 217

機械装置及び運搬具 19,003 17,903

減価償却累計額 △10,944 △9,838

機械装置及び運搬具（純額） 8,059 8,065

土地 337 272

賃貸用建物 2,684 2,734

減価償却累計額 △1,324 △1,254

賃貸用建物（純額） 1,360 1,479

賃貸用土地 2,365 2,375

建設仮勘定 314 596

その他 128 127

減価償却累計額 △120 △115

その他（純額） 8 11

有形固定資産合計 12,645 13,017

無形固定資産   

営業権 18 29

のれん 580 570

その他 22 29

無形固定資産合計 621 628

投資その他の資産   

投資有価証券 409 409

繰延税金資産 449 411

その他 416 407

貸倒引当金 △118 △117

投資その他の資産合計 1,156 1,111

固定資産合計 14,423 14,758

資産合計 17,008 18,027
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,223 1,591

短期借入金 1,452 1,480

1年内返済予定の長期借入金 1,213 1,466

未払法人税等 210 515

賞与引当金 31 55

未払金 1,590 1,587

その他 149 158

流動負債合計 5,871 6,855

固定負債   

長期借入金 1,490 2,019

長期未払金 2,477 2,691

退職給付引当金 29 27

役員退職慰労引当金 203 169

繰延税金負債 6 －

その他 842 752

固定負債合計 5,048 5,660

負債合計 10,919 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 5,254 4,663

自己株式 △168 △167

株主資本合計 6,080 5,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 21

評価・換算差額等合計 8 21

純資産合計 6,089 5,511

負債純資産合計 17,008 18,027
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,046 10,454

売上原価 7,376 6,983

売上総利益 2,670 3,471

販売費及び一般管理費 2,028 2,061

営業利益 642 1,409

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 3 8

雑収入 34 29

営業外収益合計 42 39

営業外費用   

支払利息 130 118

雑損失 0 －

営業外費用合計 130 118

経常利益 554 1,330

特別利益   

固定資産売却益 55 58

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 56 58

特別損失   

固定資産売却損 2 0

固定資産除却損 3 5

投資有価証券売却損 3 －

減損損失 91 53

特別損失合計 101 59

税金等調整前四半期純利益 509 1,329

法人税、住民税及び事業税 305 560

法人税等調整額 △11 7

法人税等合計 293 568

少数株主損失（△） △2 －

四半期純利益 217 760
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 509 1,329

減価償却費 1,267 1,325

のれん償却額 48 53

賞与引当金の増減額（△は減少） △28 △23

受取利息及び受取配当金 △7 △9

支払利息 130 118

有形固定資産売却損益（△は益） △52 △57

有形固定資産除却損 3 5

減損損失 91 53

売上債権の増減額（△は増加） 151 182

たな卸資産の増減額（△は増加） 208 123

仕入債務の増減額（△は減少） △563 △196

その他の流動資産の増減額（△は増加） 117 18

その他の流動負債の増減額（△は減少） 114 △113

その他の固定負債の増減額（△は減少） 64 90

その他 △1 △1

小計 2,054 2,899

利息及び配当金の受取額 6 10

利息の支払額 △128 △115

法人税等の支払額 △378 △864

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,554 1,929

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 △1,724 △1,091

有形固定資産の売却による収入 117 100

投資有価証券の取得による支出 △231 △21

投資有価証券の売却による収入 8 1

その他 2 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,827 △1,051

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） 1,847 △28

長期借入れによる収入 － 300

長期借入金の返済による支出 △1,052 △1,124

配当金の支払額 △141 △169

割賦資産長期未払金支払額 △1,160 △1,059

割賦資産長期未払金増加額 1,447 969

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 940 △1,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 666 △236

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 1,555 670
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年12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在外支店がないため該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年12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。 

  

 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  9,765  281  10,046  －  10,046

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 0  －  0 ( )0  －

  計  9,766  281  10,047  ( )0  10,046

 営業利益  571  70  642  －  642

  
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  10,170  283  10,454  －  10,454

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 0  －  0 ( )0  －

  計  10,170  283  10,454  ( )0  10,454

 営業利益  1,310  98  1,409  －  1,409

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

６．その他の情報
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