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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 7,009 2.9 770 △21.5 738 △20.6 390 △16.4

22年3月期第2四半期 6,812 5.2 981 185.8 929 226.6 466 769.2

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

23年3月期第2四半期 27.49 ―

22年3月期第2四半期 32.87 ―

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

23年3月期第2四半期 15,690 6,449 41.1 454.38
22年3月期 17,013 6,220 36.6 438.28

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,449百万円 22年3月期  6,220百万円

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  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 15,920 3.4 1,751 △7.5 1,638 △9.0 839 △5.4 59.11



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(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 

（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作成に係る会計処理の原則・手続、表
   示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
  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きの対象外であり、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きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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および合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
  おり、実際の業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。業績予想の前提となる条件およ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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご 
  覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  14,416,000株 22年3月期  14,416,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  222,870株 22年3月期  222,870株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  14,193,130株 22年3月期2Q  14,193,869株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、高い経済成長を続ける中国をはじめとする新興国向け輸出の

増加、国内の景気対策等により、企業業績および個人消費の改善の兆しが見られたものの、欧州を中心とする信用

不安、期後半の急激な円高および株安の進行に加え、雇用情勢も依然として改善が見えないことから、景気および

消費の先行きは不透明にて、事業環境は依然として厳しい状況が続いております。 

ＬＰガス業界におきましても、業界内の価格競争の激化、節約志向による消費量の減少、ガス仕入価格の高止ま

り等、厳しい経営環境が続いております。 

このような環境において、当社グループは引続き新たなお客様の獲得に注力し、当第２四半期連結会計期間末の

お客様件数は、前年同期末に比べ4.9％の増加となりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、猛暑の影響があったもののお客様件数が増加した

ことから7,009百万円となり、前年同期に比べ2.9％の増加となりました。 

利益につきましては、前年同期に比べ仕入価格が高水準で推移したことを主因に売上高原価率が上昇したため、

売上総利益は2,191百万円となり、前年同期に比べ6.5％の減益となりました。この結果、営業利益は770百万円

（前年同期比21.5％減）、経常利益は738百万円（前年同期比20.6％減）、四半期純利益は390百万円（前年同期比

16.4％減）となりました。 
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、15,690百万円となり前連結会計年度末と比較して1,323百万円の減

少となりました。流動資産は、1,713百万円と前連結会計年度末と比較して1,092百万円の減少となりました。これ

は、現金及び預金が336百万円減少、受取手形及び売掛金が727百万円減少したことなどによるものです。 

固定資産は、13,976百万円と前連結会計年度末と比較して230百万円の減少となりました。これは、機械装置及

び運搬具等の有形固定資産が161百万円およびのれん等の無形固定資産が45百万円各々減少したことなどによるも

のです。 

負債合計は、9,241百万円と前連結会計年度末と比較して1,551百万円減少しました。 

流動負債は、5,343百万円となり前連結会計年度末と比較して598百万円の減少となりました。 

短期借入金が532百万円増加した一方、買掛金が687百万円、１年内返済予定の長期借入金が151百万円および未

払金が131百万円各々減少したことなどによるものです。 

固定負債は、3,897百万円となり前連結会計年度末と比較して953百万円の減少となりました。 

これは、長期借入金が441百万円、長期未払金が518百万円各々減少したことなどによるものです。 

純資産は、6,449百万円となり、前連結会計年度末に比べて228百万円の増加となりました。 

これは、利益剰余金の増加248百万円などによるものです。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績は予想を上回りましたが、通期の連結業績予想に関しましては、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22年５月12日に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。 
  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  
（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概要 

（簡便な会計処理） 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

建物およ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。 

  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   資産除去債務に関する会計基準の適用  

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)および「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、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 387 724

受取手形及び売掛金 822 1,550

商品 273 292

貯蔵品 47 94

繰延税金資産 64 65

その他 155 113

貸倒引当金 △36 △35

流動資産合計 1,713 2,806

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 645 617

減価償却累計額 △445 △425

建物及び構築物（純額） 199 192

機械装置及び運搬具 19,728 19,259

減価償却累計額 △11,962 △11,283

機械装置及び運搬具（純額） 7,765 7,976

土地 337 337

賃貸用建物 2,728 2,645

減価償却累計額 △1,350 △1,305

賃貸用建物（純額） 1,378 1,340

賃貸用土地 2,416 2,386

建設仮勘定 279 305

その他 134 132

減価償却累計額 △122 △120

その他（純額） 12 11

有形固定資産合計 12,388 12,549

無形固定資産   

営業権 11 19

のれん 531 567

その他 21 23

無形固定資産合計 564 609

投資その他の資産   

投資有価証券 387 420

繰延税金資産 325 325

その他 429 420

貸倒引当金 △118 △117

投資その他の資産合計 1,024 1,047

固定資産合計 13,976 14,207

資産合計 15,690 17,013
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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   

買掛金 836 1,524

短期借入金 1,538 1,006

1年内返済予定の長期借入金 1,063 1,214

未払法人税等 383 487

賞与引当金 73 63

未払金 1,352 1,483

その他 96 162

流動負債合計 5,343 5,941

固定負債   

長期借入金 1,107 1,548

長期未払金 1,665 2,183

退職給付引当金 34 31

役員退職慰労引当金 147 193

繰延税金負債 6 6

その他 936 888

固定負債合計 3,897 4,850

負債合計 9,241 10,792

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 5,628 5,380

自己株式 △168 △168

株主資本合計 6,454 6,205

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5 14

評価・換算差額等合計 △5 14

純資産合計 6,449 6,220

負債純資産合計 15,690 17,013
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,812 7,009

売上原価 4,467 4,817

売上総利益 2,345 2,191

販売費及び一般管理費 1,363 1,420

営業利益 981 770

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 4 5

保険解約返戻金 － 20

雑収入 22 10

営業外収益合計 27 36

営業外費用   

支払利息 79 67

雑損失 － 1

営業外費用合計 79 69

経常利益 929 738

特別利益   

固定資産売却益 35 49

特別利益合計 35 49

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 4 3

減損損失 53 －

特別損失合計 57 4

税金等調整前四半期純利益 906 783

法人税、住民税及び事業税 451 378

法人税等調整額 △11 14

法人税等合計 440 393

少数株主損益調整前四半期純利益 － 390

四半期純利益 466 390
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 906 783

減価償却費 862 846

のれん償却額 35 39

賞与引当金の増減額（△は減少） 16 9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △45

受取利息及び受取配当金 △5 △6

支払利息 79 67

有形固定資産売却損益（△は益） △34 △49

有形固定資産除却損 4 3

減損損失 53 －

売上債権の増減額（△は増加） 611 727

たな卸資産の増減額（△は増加） 157 66

仕入債務の増減額（△は減少） △605 △671

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2 △40

その他の流動負債の増減額（△は減少） △65 △71

その他の固定負債の増減額（△は減少） 61 48

その他 △3 11

小計 2,072 1,718

利息及び配当金の受取額 4 5

利息の支払額 △79 △67

法人税等の支払額 △506 △476

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,490 1,180

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 △746 △746

有形固定資産の売却による収入 66 101

投資有価証券の取得による支出 △8 △0

貸付けによる支出 － △15

その他 △1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △732 △660

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） △320 532

長期借入れによる収入 300 50

長期借入金の返済による支出 △788 △642

配当金の支払額 △170 △141

割賦資産長期未払金支払額 △888 △720

割賦資産長期未払金増加額 760 69

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,107 △853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △349 △333

現金及び現金同等物の期首残高 906 710

現金及び現金同等物の四半期末残高 556 377
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 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）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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