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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 95,804 △18.4 1,947 30.3 1,894 20.7 897 133.7
21年3月期第3四半期 117,414 ― 1,495 ― 1,569 ― 383 ―

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 13.35 ―

21年3月期第3四半期 5.74 ―

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 114,063 61,982 54.2 920.58
21年3月期 110,849 61,328 55.2 910.85

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  61,872百万円 21年3月期  61,222百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

13.00 13.00

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  
(注)詳細は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下さい。 

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 155,000 0.4 3,500 △0.2 3,500 0.1 1,800 △5.7 26.87
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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．その他をご覧下さい。 

(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） 

(注)詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

平成21年5月13日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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に基づき作成したもの
であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上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下さい。 

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3四半期 68,137,308株 21年3月期  68,137,308株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  927,043株 21年3月期  921,827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 67,214,451株 21年3月期第3四半期 66,923,686株
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第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢は、前年度後半以降の世界同時不況から持ち直しつつあるも

のの、雇用環境の悪化、個人消費の低迷など依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループの主力事業であるエネルギー事業を取り巻く環境は、当社グループ主力商品であるLPガスの輸入指

標価格となるCP（Contract Price＝輸入通告価格）の上昇により、10月以降1トンあたり550～700ドル付近を高水準

で推移しており、小売市場における同業者や他エネルギー事業者との顧客獲得競争の激化もあり、依然として利益

確保が困難な状況にあります。 

こうした状況下、当社グループでは営業拠点の見直しや物流合理化策の推進等、事業効率向上施策を継続的に推

進するとともに、エネルギー製品の販路拡大等に努めてまいりました。また、アミューズメント事業については営

業開始に伴う費用により営業損失となりましたが、新たに開業した商業施設での賃貸収入の増加等により全体では

営業利益が増加いたしました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比18.4％減の958億４百万円、営業利益は前年同期比

30.3％増の19億47百万円、経常利益は前年同期比20.7％増の18億94百万円、四半期純利益は前年同期比133.7％増の

８億97百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりですが、従来「ボウリング場や温浴施設等の遊戯娯楽施設の経

営」については、「その他事業」に含めておりましたが、事業内容をより明確にするため、第2四半期連結会計期間

より「アミューズメント事業」のセグメント名称として分離変更いたしました。 

（エネルギー事業） 

ＬＰガス・石油製品ともに前年同期に比べ販売価格が下落したことから、売上高は前年同期比20.0％減の919億

53百万円、営業利益はコスト削減に努め前年同期比9.5％増の19億29百万円となりました。 

（賃貸事業） 

ＨＡＭＡＢＯＷＬ ＥＡＳ（ハマボール・イアス）の賃貸収入増加により、売上高は前年同期比61.3％増の14億

47百万円、営業利益は前年同期比5.7％増の３億51百万円となりました。 

（風力発電事業） 

風況が良好であったこともあり、発電量増加で売上高は前年同期比5.4％増の７億28百万円、営業損失は連結子

会社の完全子会社化等によるのれん償却費増加や発電所の修繕費用増加により前年同期比１億69百万円増加し２億

18百万円となりました。 

（アミューズメント事業） 

平成19年１月14日以降、再開発を行い平成21年３月12日にグランドオープンし、営業を再開した横浜市西区の複

合アミューズメント施設「ＨＡＭＡＢＯＷＬ ＥＡＳ（ハマボールイアス）」内における温浴施設「ＳＰＡＥＡＳ

（スパ・イアス）」、ならびに連結子会社である株式会社ハマボールが運営するボウリング場「ハマボール」によ

る売上高は８億68百万円、営業利益は営業開始に伴う費用により３億77百万円の営業損失となりました。 

（その他事業） 

リース売上、飲料水売上ともに前年と比較してほぼ横ばいであり、売上高は前年同期比4.5％減の８億６百万

円、営業利益はリース関係の会計基準の変更の影響により前年同期比８億88百万円増加の６億86百万円（前年同期

は２億１百万円の営業損失）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少５億16百万円、受取手形及び売掛金の増加28億69

百万円、有形固定資産の減少16億84百万円、無形固定資産の減少８億17百万円、投資有価証券の増加18億19百万円

等により、前連結会計年度末と比較して32億13百万円増加の1,140億63百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の増加45億34百万円、未払法人税等の減少９億90百万円、長期借入金の減少４億30

百万円等により、前連結会計年度末と比較して25億59百万円増加の520億80百万円となりました。 

純資産は、配当金の支払い10億９百万円及び四半期純利益８億97百万円等による利益剰余金の増加35百万円、そ

の他有価証券評価差額金の増加６億48百万円により、前連結会計年度末と比較して６億53百万円増加の619億82百

万円となりました。  

以上により、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して1.0ポイント減少して54.2％となりました。 

  

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
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当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増減、売上債権の増減額等により前年同期比19億54百万円

(30.8％)減少し、43億94百万円の現金及び現金同等物を得ました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少及び前年同期の連結子会社の完

全子会社化による関係会社株式の取得による支出等により支出額が前年同期比20億59百万円(36.4％)減少し、現

金及び現金同等物を35億93百万円使用する結果となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額及び長期借入れによる収入の減少等により前年

同期比36億65百万円減少し、現金及び現金同等物を18億50百万円使用する結果となりました。        

（前年同期は18億14百万円の現金及び現金同等物を得ました。）  

 以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して９億91百万円減少し136億 

68百万円となりました。  

  

 業績予想につきましては、原油価格及びＬＰガスの仕入価格の動向ならびに市場の動向によっては厳しい状況も 

想定されますが、平成２１年５月１３日の決算発表時に公表した数値を修正しておりません。 

   

 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費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

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、または、一時差異等の

発生状況に著しい変化が認められた場合に、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味して利用する方法によっております。  

  

（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。 

  

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 31,505 32,021

受取手形及び売掛金 13,584 10,714

商品及び製品 2,952 2,470

原材料及び貯蔵品 242 224

繰延税金資産 408 617

その他 1,907 1,553

貸倒引当金 △142 △89

流動資産合計 50,458 47,511

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,646 15,630

機械装置及び運搬具（純額） 10,246 11,037

土地 13,054 13,121

建設仮勘定 330 66

その他（純額） 1,202 1,309

有形固定資産合計 39,480 41,164

無形固定資産   

のれん 3,192 3,944

その他 655 721

無形固定資産合計 3,848 4,665

投資その他の資産   

投資有価証券 9,986 8,166

繰延税金資産 840 905

その他 9,455 8,421

貸倒引当金 △185 △225

投資その他の資産合計 20,097 17,268

固定資産合計 63,425 63,099

繰延資産 179 238

資産合計 114,063 110,849
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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   

支払手形及び買掛金 12,978 8,444

短期借入金 7,274 7,609

未払法人税等 155 1,145

引当金 459 928

その他 2,905 3,043

流動負債合計 23,773 21,170

固定負債   

社債 3,000 3,000

長期借入金 15,580 16,010

繰延税金負債 1,888 1,564

退職給付引当金 1,778 1,774

その他の引当金 923 904

負ののれん 15 24

その他 5,120 5,071

固定負債合計 28,307 28,350

負債合計 52,080 49,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,077 7,077

資本剰余金 5,843 5,843

利益剰余金 48,585 48,550

自己株式 △575 △571

株主資本合計 60,932 60,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,286 638

繰延ヘッジ損益 △347 △315

評価・換算差額等合計 939 322

少数株主持分 109 105

純資産合計 61,982 61,328

負債純資産合計 114,063 110,849
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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 117,414 95,804

売上原価 98,375 75,720

売上総利益 19,038 20,084

販売費及び一般管理費 17,543 18,136

営業利益 1,495 1,947

営業外収益   

受取利息 159 116

受取配当金 138 147

その他 365 332

営業外収益合計 664 597

営業外費用   

支払利息 377 444

その他 212 206

営業外費用合計 590 650

経常利益 1,569 1,894

特別利益   

固定資産売却益 432 49

投資有価証券売却益 － 108

事業譲渡益 － 418

その他 74 8

特別利益合計 507 583

特別損失   

固定資産除却損 － 191

投資有価証券評価損 473 261

その他 194 1

特別損失合計 668 454

税金等調整前四半期純利益 1,408 2,023

法人税、住民税及び事業税 1,163 854

法人税等調整額 △77 266

法人税等合計 1,085 1,120

少数株主利益又は少数株主損失（△） △61 5

四半期純利益 383 897
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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 1,408 2,023

減価償却費 3,056 3,541

減損損失 56 －

のれん償却額 190 182

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 12

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） － △53

受取利息及び受取配当金 △298 △264

支払利息 377 444

持分法による投資損益（△は益） － 25

投資有価証券売却損益（△は益） － △108

投資有価証券評価損益（△は益） 473 261

固定資産除売却損益（△は益） △432 142

事業譲渡損益（△は益） － △418

売上債権の増減額（△は増加） 745 △2,828

たな卸資産の増減額（△は増加） 726 △500

仕入債務の増減額（△は減少） 1,475 4,526

その他 40 △196

小計 7,820 6,789

利息及び配当金の受取額 248 318

利息の支払額 △339 △435

法人税等の支払額 △1,380 △2,278

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,349 4,394

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,319 △1,729

定期預金の払戻による収入 1,563 275

有価証券の償還による収入 300 －

有形固定資産の取得による支出 △3,908 △1,364

有形固定資産の除却による支出 － △87

有形固定資産の売却による収入 724 254

無形固定資産の取得による支出 △1,250 △495

無形固定資産の売却による収入 423 －

事業譲渡による収入 － 421

投資有価証券の取得による支出 △1,382 △1,302

投資有価証券の売却による収入 － 333

関係会社株式の取得による支出 △841 △10

短期貸付金の増減額（△は増加） － △1

長期貸付けによる支出 － △31

長期貸付金の回収による収入 － 15

その他 38 128

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,653 △3,593
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（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) 

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） △344 △560

長期借入れによる収入 4,048 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,135 △1,204

リース債務の返済による支出 － △79

社債の償還による支出 △200 －

自己株式の取得による支出 － △3

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △866 △1,001

その他 312 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,814 △1,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,510 △1,050

現金及び現金同等物の期首残高 12,228 14,660

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 58

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,738 13,668
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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．（1）事業区分の方法 

当社グループの事業区分の方法は、消費者の用途区分、流通経路等の共通性並びに社内における経営管

理区分に基づき、下記（2）による事業区分としております。 

（2）各事業区分の主要商品並びに営業品目 

（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〕

  
エネルギ
ー事業 
（百万円） 

賃貸事業
  

（百万円）

風力発電
事業 
（百万円）

その他事業
  

（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  114,981  897  691  844  117,414  －  117,414

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 190  11  －  1,264  1,465  (1,465)  －

計  115,171  908  691  2,108  118,879  (1,465)  117,414

  営業利益又は営業損失(△)  1,760  332  △48  △201  1,843  (348)  1,495

  

エネルギ
ー事業 
  
（百万円） 

賃貸事業 
  
  

（百万円） 

風力発電
事業 
  
（百万円）

アミュー
ズメント
事業 
（百万円）

その他事業
  
  

（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 
 91,953  1,447  728  868  806  95,804  －  95,804

（2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 183  151  －  －  826  1,161  (1,161)  －

計  92,136  1,599  728  868  1,632  96,965  (1,161)  95,804

  営業利益又は営

業損失(△) 
 1,929  351  △218  △377  686  2,371  (423)  1,947

事 業 区 分 主要商品並びに営業品目

エネルギー 事  業 
ガソリン、軽油、白灯油、ＬＰガス、煉炭、豆炭等及び燃焼用・厨房

用等の住宅設備機器 

賃  貸  事  業 オフィスビル、マンション等不動産の賃貸 

風 力 発 電 事 業 電力会社への売電 

アミューズメント事業 ボウリング場や温浴施設等の遊戯娯楽施設の経営 

そ  の  他  事 業 リース業及び保険代理業並びに飲料水の製造販売 
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   ２．事業区分の方法の変更 

従来、「ボウリング場や温浴施設等の遊戯娯楽施設の経営」については、「その他事業」に含めておりまし

たが、事業内容をより明確にするため、「その他事業」から分離しセグメントの名称を「アミューズメント事

業」といたしました。 

なお、アミューズメント施設は平成19年１月14日以降、再開発を行い平成21年３月12日にオープンしたた

め、前第３四半期連結会計期間及び前第３四半期連結累計期間の「売上高」及び「営業利益又は営業損失

(△)」には、「アミューズメント事業」の「売上高」及び「営業利益又は営業損失(△)」は含まれておりませ

ん。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第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）に本邦以外の国または

地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため所在地別に関するセグメント情報の記載事項はありません。

  

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第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）に海外売上高がないた

め海外売上高に関するセグメント情報の記載事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔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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