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1．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

（１）

（2）

2．配当の状況

（注）　当四半期における配当予想の修正有無　：　無

3．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

％ ％ ％ ％ 円 銭

（注）　当四半期における業績予想の修正有無　：　無
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4．その他 （詳細は、［添付資料］　3ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 1社 （社名）　　　湖東ガス㈱　　　 除外 ―社 （社名）

23年3月期　1Ｑ

23年3月期　1Ｑ

23年3月期　1Ｑ

※　四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

22年3月期

　③期中平均株式数（四半期累計） 8,031,952株 22年3月期　1Ｑ 8,032,010株

　　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点に

　おいて、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

（1）当四半期中における重要な子会社の異動　：　有

（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用　：　有

　（注）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の有無となります。

（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更　

　①　会計基準等の改正に伴う変更　　　　　 　　　　有

　②　①以外の変更　　　　　　　　　　　  　　　　　　　無

（4）発行済株式数（普通株式）

22年3月期

　一定の前提に基づいており、実際の実績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

　（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

　　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する

　②期末自己株式数 14,572株 14,500株

（注）「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」に記載される四半期連結財務諸表に係る会計処理の

8,046,500株　①期末発行済株式数（自己株式を含む） 8,046,500株
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ました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の減少342百万円と、土地の増加88百万円であります。

買掛金の減少359百万円と、未払法人税の減少122百万円であります。

（ 営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ）

負債は2,785百万円となり、前連結会計年度末に比べ407百万円の減少となりました。この主な要因は、支払手形及び

純資産は7,685百万円となり、前連結会計年度末に比べ150百万円の増加となりました。この主な要因は、四半期純利益

59百万円の減少となりました。

177百万円、医療・産業ガス事業 375百万円、合計3,863百万円（前年同四半期比20.2％増）となりました。

医療 ・産業ガス事業も在宅医療、医療・産業ガス ・機材とも好調であったため57百万円増加しました。

法人税、住民税及び事業税等控除後の四半期純利益は、72百万円増益の204百万円（前年同四半期比54.5％増）

前年同四半期売上高に比べ650百万円の増収となりました内訳は、リビング事業においてＬＰガスの出荷量の

営業外収益17百万円、営業外費用1百万円を加減算した経常利益は354百万円（前年同四半期比41.8％増）となり、

増加が2.7％あったため575百万円増加しました。アクア事業はユーザー件数の増加により18百万円増加いたしました。

投資活動によるキャッシュ・フローは311百万円の資金が減少しました。この主な要因は有形固定資産の取得が

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異なる

財務活動によるキャッシュ・フローは、納税および賞与資金として150百万円の短期借入の実行と、60百万円の返済

（ 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ）

可能性があります。なお、業績予想数値は平成22年5月13日に公表しました業績予想に変更はありません。

および前期の期末配当金の支出41百万円が主な要因となり、43百万円の資金の増加となりました。

　（3）　連結業績予想に関する定性的情報

1.　当四半期の連結業績等に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末の総資産は10,471百万円となり、前連結会計年度末に比べ256百万円の減少となり

このよ うな状況下におきまして 、当社グループの売上高は、 リ ビング事業 3,310 百万円 、アクア事業

　（1）　連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の増加を背景に企業の設備投資は回復が見られ、

また損益面では、売上増に伴う総利益の増加に加え、販売費及び一般管理費においても備品消耗品費等の減少が

ありましたので、営業利益は337百万円（前年同四半期比42.2％増）となりました。

　（2）　連結財政状態に関する定性的情報

個人消費も雇用や所得環境はまだまだ厳しい状況にあるものの、増加基調で推移いたしました。

を計上いたしました。

（ 投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ）

204百万円あったことと連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得が70百万円あったためです。

（ キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー に つ い て ）

204百万円による増加と、配当金の支払44百万円による減少であります。

四半期純利益357百万円、減価償却費106百万円の収入と、前期分の法人税等の支払額228百万円等であります。

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は2,167百万円となり、前連結会計年度末に比べ

営業活動によるキャッシュ・フローは209百万円の資金増加になりました。この主な要因は税金等調整前
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利用する方法によっております。

　　　当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）

　（4）継続企業の前提に関する重要事象等の概況　　　

　　及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を適用

　　しております。　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益の影響はありません。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、当第1四半期連結会計期間において経営環境や一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前回使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

当社の連結子会社となりました。

4  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。

なお、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。

3  経過勘定項目の算定方法

　合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

2.　その他の情報

　（1）　重要な子会社の異動の概況

　　　　当社は平成22年4月30日付けで、滋賀県東近江市の湖東ガス株式会社（ＬＰガス販売会社）の全株式を取得し、

　（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概況　　　　　

り、簿価切下げを行う方法によっております。

2  固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分

する方法によっております。

1  棚卸資産の評価方法

は帳簿価格を使用して実地棚卸を省略する合理的な方法により算定しております。

当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を主要商品に限定し、部品等について

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

　（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概況　　　　

　　　該当事項はありません。
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3.【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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,167,164 2,226,385

受取手形及び売掛金 2,183,697 2,526,524

商品及び製品 407,233 387,376

その他 474,383 507,261

貸倒引当金 △13,375 △13,991

流動資産合計 5,219,104 5,633,557

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,002,872 1,008,522

土地 1,640,876 1,552,013

その他（純額） 1,097,970 1,040,648

有形固定資産合計 3,741,719 3,601,184

無形固定資産   

のれん 983,843 958,717

その他 81,773 67,306

無形固定資産合計 1,065,617 1,026,023

投資その他の資産   

投資有価証券 204,285 221,261

関係会社株式 21,200 21,200

その他 231,658 237,181

貸倒引当金 △12,437 △12,437

投資その他の資産合計 444,706 467,205

固定資産合計 5,252,042 5,094,414

資産合計 10,471,146 10,727,972

大丸エナウィン㈱　（9818）　平成23年3月期第1四半期決算短信
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,733,013 2,092,367

短期借入金 90,000 －

未払法人税等 112,402 235,208

役員賞与引当金 6,000 23,960

その他 430,031 434,277

流動負債合計 2,371,447 2,785,813

固定負債   

役員退職慰労引当金 116,352 140,418

その他 297,531 266,320

固定負債合計 413,883 406,738

負債合計 2,785,330 3,192,552

純資産の部   

株主資本   

資本金 870,500 870,500

資本剰余金 1,185,972 1,185,972

利益剰余金 5,623,387 5,462,848

自己株式 △9,594 △9,553

株主資本合計 7,670,264 7,509,767

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,551 25,652

評価・換算差額等合計 15,551 25,652

純資産合計 7,685,816 7,535,419

負債純資産合計 10,471,146 10,727,972

大丸エナウィン㈱　（9818）　平成23年3月期第1四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,213,060 3,863,693

売上原価 1,753,719 2,319,249

売上総利益 1,459,340 1,544,443

販売費及び一般管理費 1,221,937 1,206,810

営業利益 237,403 337,633

営業外収益   

受取利息 449 268

受取配当金 2,928 2,979

受取賃貸料 4,315 4,335

その他 5,957 10,256

営業外収益合計 13,651 17,838

営業外費用   

支払利息 243 221

売上割引 364 205

不動産賃貸費用 417 399

その他 － 9

営業外費用合計 1,025 835

経常利益 250,028 354,636

特別利益   

固定資産売却益 87 3,705

特別利益合計 87 3,705

特別損失   

固定資産除売却損 661 1,285

役員退職功労加算金 19,344 －

特別損失合計 20,005 1,285

税金等調整前四半期純利益 230,110 357,056

法人税、住民税及び事業税 23,496 110,375

法人税等調整額 74,103 41,967

法人税等合計 97,599 152,342

四半期純利益 132,511 204,714
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 230,110 357,056

減価償却費 99,010 106,199

のれん償却額 62,326 58,800

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,150 △17,960

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △101,611 △24,066

長期未払金の増減額（△は減少） △2,406 △650

受取利息及び受取配当金 △3,378 △3,247

支払利息 243 221

有形固定資産除売却損益（△は益） 573 △2,419

売上債権の増減額（△は増加） 535,336 350,688

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,335 △19,626

仕入債務の増減額（△は減少） △461,298 △364,039

その他 △61,237 △5,483

小計 263,184 435,472

利息及び配当金の受取額 3,398 3,263

利息の支払額 △243 △221

法人税等の支払額 △158,350 △228,914

営業活動によるキャッシュ・フロー 107,988 209,600

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 △69,378 △204,202

有形固定資産の売却による収入 389 5,813

無形固定資産の取得による支出 △132,177 △61,602

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △70,568

貸付けによる支出 △2,000 －

貸付金の回収による収入 1,130 18,586

投資活動によるキャッシュ・フロー △202,036 △311,973

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 150,000 150,000

短期借入金の返済による支出 △60,000 △60,000

配当金の支払額 △41,597 △41,549

リース債務の返済による支出 △3,036 △5,256

自己株式の増減額（△は増加） － △41

財務活動によるキャッシュ・フロー 45,366 43,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,681 △59,220

現金及び現金同等物の期首残高 2,057,565 2,226,385

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,008,883 2,167,164
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　　　　　　該当事項はありません。

　（5）　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　　　　該当事項はありません。

　（4）　継続企業の前提に関する注記
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