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1.  平成22年4月期第3四半期の連結業績（平成21年5月1日～平成22年1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3四半期 14,353 △10.6 960 10.7 899 8.2 564 28.9
21年4月期第3四半期 16,047 10.8 868 ― 830 ― 437 ―

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3四半期 29.06 ―

21年4月期第3四半期 22.55 ―

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3四半期 20,189 8,851 43.8 456.05
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3四半期  8,851百万円 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 20,300 △5.9 1,320 △4.8 1,250 △5.3 750 13.8 38.64
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 19,409,607株 21年4月期第3四半期 19,409,840株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外の景気対策効果や中国を中心とするアジア経済の旺盛な

外需により、自動車産業はじめ輸出関連企業など一部では景気回復の兆しが見られるものの、需要と供給のギャッ

プからくるデフレ基調を背景に個人消費は低迷を続けており、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

ＬＰガス市場においては、ＬＰガス輸入価格であるＣＰ（コントラクトプライス）が上半期には１トン当り平均

452ドルと安定しておりましたが、12月以降700ドルを超え上昇の兆しが見える一方、円／ドル為替相場は90円前後

と比較的円高圏で推移しており、仕入価格の急激な上昇の緩和要因となっております。 

ボトルドウォーター市場においては、個人消費低迷の影響は見られるものの、健康志向や飲料水に対する高い関

心を背景に大きな潜在需要が見込まれております。 

このような状況の中、当社グループは、ＬＰガス事業において、保安体制の更なる充実に向け埼玉県三郷市に新

たなＴＡＳＫセンター（仮称：東東京TASKセンター）の設置準備を進める一方、営業面では営業権の獲得、ハウス

メーカーとの提携による新規顧客の獲得及び大型外食産業などの業務用顧客の開拓に注力し顧客基盤の拡充に努め

ました。その結果、小売部門の顧客件数は前年同期末比約３千件の増加となりましたが、ＬＰガス仕入単価の低下

に伴い卸販売単価が前年同期比大幅に低下したため売上高は11,633百万円（前年同四半期比13.4％減）に止まりま

した。 

ウォーター事業においては、販売数量は価格面からハワイウォーターが伸びなやみましたが、アルピナは引き続

き好調に推移しました。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（前年同四半期比約23％増）を達成することが出来

ました。この結果、売上高は2,730百万円（前年同四半期比4.3％増）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は14,353百万円（前年同四半期比10.6％減）となりました。利

益面では、ＣＰの低下に伴うＬＰガスの仕入原価の低減、円高によるハワイウォーター仕入原価の低減及びアルピ

ナの数量増に伴う製造原価の低減効果により営業利益は960百万円（前年同四半期比10.7％増）、経常利益は899百

万円（前年同四半期比8.2％増）、四半期純利益は564百万円（前年同四半期比28.9％増）となりました。 

  

特記事項 

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）及び入間市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。また、本年4月に埼玉県三郷市に開設を予定し

ている東東京TASKセンター（仮称）にウォーターストックヤードの併設を計画しております。更に、将来の業容拡

大への備え、自然災害リスクへの備えを目的に、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。 

当社が保有する倉庫スペース、水、燃料、人材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

営の研究を開始し、現在は鳥浜ストックヤードのスペースを活用し試験栽培を行っております（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

－3－

株式会社トーエル（３３６１）平成２２年４月期第３四半期決算短信

－3－



  

当第３四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて5百万円増加し、20,189百万円となり

ました。流動資産は、現金及び預金の減少522百万円等により372百万円減少し、固定資産は、機械装置及び運搬具

の増加等により386百万円増加しました。負債につきましては、長期借入金の減少436百万円等により328百万円の減

少となりました。また、純資産は8,851百万円で前連結会計年度末比334百万円増加し、自己資本比率は43.8％とな

りました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累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522百万円減少し、当第３四半期連結累計期間末は、1,999百万円となりました。 

（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、1,272百万円となりました。 

これは、法人税等の支払752百万円があったものの、営業権償却625百万円、減価償却費579百万円、税金等調

整前四半期純利益966百万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、1,323百万円となりました。 

これは、保険積立金の満期による収入76百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出858百万円、

無形固定資産の取得による支出526百万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、472百万円となりました。 

これは、長期借入れによる収入300百万円、短期借入金の純増額544百万円があったものの、長期借入金の返済

による支出802百万円、社債の償還による支出200百万円及び配当金の支払193百万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、第３四半期連結累計期間の業績並びにＬＰガス仕入価格であるＣＰの動向のほ

か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３四半期連結累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３四半期連結会計期間末
(平成22年１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 1,999,445 2,521,736

受取手形及び売掛金 2,910,883 2,673,046

商品及び製品 859,982 969,918

仕掛品 12,261 10,456

貯蔵品 83,681 61,990

その他 344,495 346,584

貸倒引当金 △29,472 △29,857

流動資産合計 6,181,277 6,553,875

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,345,045 2,174,968

機械装置及び運搬具（純額） 1,507,201 1,175,824

土地 5,090,895 4,916,347

その他（純額） 1,252,574 1,209,201

有形固定資産合計 10,195,716 9,476,341

無形固定資産   

営業権 1,421,421 1,741,113

その他 162,026 88,408

無形固定資産合計 1,583,448 1,829,521

投資その他の資産   

その他 2,295,672 2,379,165

貸倒引当金 △106,496 △103,355

投資その他の資産合計 2,189,175 2,275,809

固定資産合計 13,968,340 13,581,673

繰延資産 39,459 47,545

資産合計 20,189,078 20,183,094
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年１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 1,938,639 1,557,597

短期借入金 670,000 126,000

1年内返済予定の長期借入金 1,014,822 1,080,572

未払法人税等 68,494 453,266

賞与引当金 65,135 124,260

役員賞与引当金 22,500 40,000

その他 1,985,333 1,977,465

流動負債合計 5,764,923 5,359,161

固定負債   

社債 1,680,000 1,880,000

長期借入金 1,845,140 2,281,629

長期未払金 464,204 626,755

退職給付引当金 200,480 206,067

役員退職慰労引当金 451,615 594,274

その他 930,953 718,210

固定負債合計 5,572,394 6,306,936

負債合計 11,337,318 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 6,951,391 6,581,359

自己株式 △2,079 △1,989

株主資本合計 8,777,261 8,407,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74,498 109,678

評価・換算差額等合計 74,498 109,678

純資産合計 8,851,760 8,516,996

負債純資産合計 20,189,078 20,183,094

－6－

株式会社トーエル（３３６１）平成２２年４月期第３四半期決算短信

－6－



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 16,047,740 14,353,767

売上原価 10,069,389 8,256,263

売上総利益 5,978,351 6,097,503

販売費及び一般管理費 5,110,199 5,136,580

営業利益 868,151 960,923

営業外収益   

受取利息 19,776 20,933

受取配当金 10,678 6,220

保険解約益 － 29,721

その他 113,459 56,346

営業外収益合計 143,914 113,222

営業外費用   

支払利息 86,401 92,222

支払手数料 － 37,000

その他 94,867 45,706

営業外費用合計 181,269 174,928

経常利益 830,796 899,217

特別利益   

固定資産売却益 784 763

投資有価証券売却益 24,966 39,129

国庫補助金 － 27,100

特別利益合計 25,751 66,992

特別損失   

固定資産売却損 80 －

ゴルフ会員権売却損 1,380 －

固定資産除却損 381 21

投資有価証券評価損 10,072 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 3,200 －

特別損失合計 15,115 21

税金等調整前四半期純利益 841,432 966,187

法人税、住民税及び事業税 300,855 256,418

過年度法人税等 39,814 －

法人税等調整額 63,156 145,638

法人税等合計 403,825 402,057

四半期純利益 437,606 564,130
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 5,757,627 5,553,249

売上原価 3,256,119 3,333,617

売上総利益 2,501,508 2,219,631

販売費及び一般管理費 1,703,992 1,718,010

営業利益 797,516 501,621

営業外収益   

受取利息 6,577 7,465

受取配当金 3,765 3,323

保険解約益 12,975 28,672

その他 29,553 15,804

営業外収益合計 52,872 55,266

営業外費用   

支払利息 33,316 30,778

為替差損 19,799 3,922

その他 20,651 11,928

営業外費用合計 73,767 46,629

経常利益 776,620 510,258

特別利益   

固定資産売却益 784 －

投資有価証券売却益 24,966 －

特別利益合計 25,751 －

特別損失   

固定資産売却損 2 －

ゴルフ会員権売却損 169 －

固定資産除却損 － 21

投資有価証券評価損 1,463 －

特別損失合計 1,634 21

税金等調整前四半期純利益 800,736 510,237

法人税、住民税及び事業税 271,839 178,962

法人税等調整額 60,804 46,695

法人税等合計 332,643 225,657

四半期純利益 468,092 284,579
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１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 841,432 966,187

減価償却費 365,088 579,266

営業権償却 605,302 625,449

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,009 2,756

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,798 △59,125

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,615 △5,586

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,182 △142,659

受取利息及び受取配当金 △30,454 △27,153

支払利息 86,401 92,222

固定資産除却損 － 21

売上債権の増減額（△は増加） 196,975 △240,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,967 86,439

仕入債務の増減額（△は減少） △651,570 378,438

割賦未払金の増減額（△は減少） △60,515 △39,871

未払金の増減額（△は減少） 16,750 △58,021

預り金の増減額（△は減少） 46,432 27,959

その他 72,143 △78,854

小計 1,417,008 2,107,005

利息及び配当金の受取額 16,707 11,857

利息の支払額 △84,379 △97,164

法人税等の還付額 64,908 2,652

法人税等の支払額 △432,493 △752,093

営業活動によるキャッシュ・フロー 981,751 1,272,256

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 △1,071,522 △858,717

有形固定資産の売却による収入 1,513 2,271

無形固定資産の取得による支出 △547,523 △526,332

投資有価証券の取得による支出 △121,746 △50,426

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 148,891 57,866

貸付けによる支出 △14,913 △131,060

貸付金の回収による収入 78,772 60,348

保険積立金の積立による支出 △16,179 △16,171

保険積立金の解約による収入 83,745 76,817

その他 19,473 112,106

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,439,488 △1,323,787
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１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） △948,670 544,000

長期借入れによる収入 2,350,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △1,266,522 △802,239

社債の発行による収入 1,466,878 －

社債の償還による支出 △165,000 △200,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △36,499 △120,424

自己株式の取得による支出 － △89

配当金の支払額 △193,045 △193,818

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,207,142 △472,571

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,790 1,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 734,614 △522,291

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 2,402,133 1,999,445
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年11月１日 至平成22年１月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成21年１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  4,901,888  855,739  5,757,627  －  5,757,627

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,901,888  855,739  5,757,627  －  5,757,627

    営業利益  1,076,209  97,041  1,173,251 (375,735)  797,516

  
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  4,690,791  862,457  5,553,249  －  5,553,249

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,530  －  5,530 (5,530)  －

計  4,696,322  862,457  5,558,779 (5,530)  5,553,249

    営業利益  829,697  75,573  905,270 (403,649)  501,621

  
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  13,430,680  2,617,060  16,047,740  －  16,047,740

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  13,430,680  2,617,060  16,047,740  －  16,047,740

営業利益  1,691,343  270,553  1,961,897 (1,093,745)  868,151
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当第３四半期連結累計期間（自平成21年５月１日 至平成22年１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３四半期連結累計期間 

  （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３四半期連結累計期間の営業利益は、ＬＰガス事業で2,017千円増

加し、ウォーター事業で1,921千円増加しております。 

  

当第３四半期連結累計期間 

該当事項はありません。 

   

前第３四半期連結会計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年11月１日 至平成22年１月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平

成21年１月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年５月１日 至平成22年１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３四半期連結会計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年11月１日 至平成22年１月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平

成21年１月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年５月１日 至平成22年１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  11,623,029  2,730,737  14,353,767  －  14,353,767

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 10,690  －  10,690 (10,690)  －

計  11,633,720  2,730,737  14,364,458 (10,690)  14,353,767

営業利益  1,800,656  316,625  2,117,282 (1,156,358)  960,923

〔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３四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３四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）販売実績 

当第３四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。 

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年１月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

 ウォーター事業（千円）  118,520  35.2

合計（千円）  118,520  35.2

  事業の種類別セグメントの名称  
当第３四半期連結会計期間
（自平成21年11月１日 

  至平成22年１月31日） 
前年同四半期比（％） 

 ＬＰガス事業（千円）  3,046,229 7.7 

 ウォーター事業（千円）  218,317 △17.5 

合計（千円）  3,264,547     5.6 

 事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自平成21年11月１日 

  至平成22年１月31日） 
前年同四半期比（％） 

 ＬＰガス事業（千円）  4,696,322 △4.2 

 小売（千円）  3,075,691    △4.5 

 総合管理（千円）（注）３  179,171 △6.7 

 卸売（千円）  1,441,458    △3.2 

 ウォーター事業（千円）  862,457    0.8 

 小売（千円）    747,816  2.0 

 卸売（千円）    114,641    △6.2 

合計（千円）  5,558,779     △3.5 
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