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

23年3月期第3四半期 10,678 2.1 1,208 △14.2 1,152 △13.4 608 △20.1

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

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3四半期 42.85 ―

22年3月期第3四半期 53.61 ―

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3四半期 16,764 6,666 39.8 469.71
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3四半期  6,666百万円 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  有  

    平成23年３月期期末配当金の内訳   普通配当 10円00銭   記念配当 5円50銭 

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）

15.50 15.50

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3Q  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3Q  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3Q  14,193,130株 22年3月期3Q  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３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）における我が国経済は、政府による緊急経

済対策の効果、新興諸国の経済成長による輸出の増加等により、景気の回復の兆しが見えるものの、急激な円高の

進行、依然として続く高い失業率、個人消費の低迷等から、引続き先行き不透明な状況が続いています。 

ＬＰガス業界におきましても、記録的な猛暑に加え、節約志向による消費量の減少、ガス仕入れ価格の高止まり

等、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況下、当社グループは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4.8％の増加となりました。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、夏場の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10,678百万円となり前年同期に比べ2.1％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3,364百万円となり、前年同期に比べ3.1％の減益となりました。 

 この結果、営業利益は1,208百万円（前年同期比14.2％減）、経常利益は1,152百万円（前年同期比13.4％減）、

四半期純利益は608百万円（前年同期比20.1％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３四半期連結会計期間末の資産合計は、16,764百万円となり前連結会計年度末と比較して248百万円の減少

となりました。流動資産は、2,946百万円と前連結会計年度末と比較して140百万円の増加となりました。これは、

現金及び預金が312百万円増加、受取手形及び売掛金が152百万円減少したことなどによるものです。 

固定資産は、13,818百万円と前連結会計年度末と比較して388百万円の減少となりました。これは、機械装置及

び運搬具が308百万円およびのれんが54百万円各々減少したことなどによるものです。 

負債合計は、10,098百万円と前連結会計年度末と比較して694百万円減少しました。流動負債は、6,619百万円と

なり前連結会計年度末と比較して677百万円の増加となりました。これは、短期借入金が1,699百万円増加した一

方、買掛金が233百万円、１年内返済予定の長期借入金が173百万円、未払法人税等が334百万円および未払金が185

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、3,478百万円となり前連結会計年度末と比較して1,371百万円の減少となりました。これは、長期借

入金が651百万円、長期未払金が751百万円各々減少したことなどによるものです。 

純資産は、6,666百万円となり、前連結会計年度末に比べて446百万円の増加となりました。これは、利益剰余金

の増加466百万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３四半期連結累計期間の利益は前年同期比では減少しているものの、概ね見込通りに推移しているため、通

期の連結業績予想に関しましては、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。 

  

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）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。 

              

 企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平

成20年12月26日）を適用しております。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,036 724

受取手形及び売掛金 1,397 1,550

商品 347 292

貯蔵品 58 94

繰延税金資産 25 65

その他 123 113

貸倒引当金 △42 △35

流動資産合計 2,946 2,806

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 650 617

減価償却累計額 △461 △425

建物及び構築物（純額） 189 192

機械装置及び運搬具 19,976 19,259

減価償却累計額 △12,309 △11,283

機械装置及び運搬具（純額） 7,667 7,976

土地 337 337

賃貸用建物 2,735 2,645

減価償却累計額 △1,373 △1,305

賃貸用建物（純額） 1,361 1,340

賃貸用土地 2,416 2,386

建設仮勘定 264 305

その他 135 132

減価償却累計額 △124 △120

その他（純額） 11 11

有形固定資産合計 12,248 12,549

無形固定資産   

営業権 7 19

のれん 513 567

その他 21 23

無形固定資産合計 541 609

投資その他の資産   

投資有価証券 387 420

繰延税金資産 328 325

その他 430 420

貸倒引当金 △118 △117

投資その他の資産合計 1,028 1,047

固定資産合計 13,818 14,207

資産合計 16,764 17,013
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,290 1,524

短期借入金 2,705 1,006

1年内返済予定の長期借入金 1,041 1,214

未払法人税等 152 487

賞与引当金 31 63

未払金 1,297 1,483

その他 100 162

流動負債合計 6,619 5,941

固定負債   

長期借入金 896 1,548

長期未払金 1,431 2,183

退職給付引当金 35 31

役員退職慰労引当金 147 193

繰延税金負債 6 6

その他 961 888

固定負債合計 3,478 4,850

負債合計 10,098 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 5,846 5,380

自己株式 △168 △168

株主資本合計 6,672 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 6,666 6,220

負債純資産合計 16,764 17,013
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 10,454 10,678

売上原価 6,983 7,314

売上総利益 3,471 3,364

販売費及び一般管理費 2,061 2,155

営業利益 1,409 1,208

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 8 9

保険解約返戻金 － 20

雑収入 29 14

営業外収益合計 39 45

営業外費用   

支払利息 118 99

雑損失 － 1

営業外費用合計 118 101

経常利益 1,330 1,152

特別利益   

固定資産売却益 58 77

特別利益合計 58 77

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 5 6

減損損失 53 －

特別損失合計 59 7

税金等調整前四半期純利益 1,329 1,222

法人税、住民税及び事業税 560 563

法人税等調整額 7 50

法人税等合計 568 614

少数株主損益調整前四半期純利益 － 608

四半期純利益 760 608
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,329 1,222

減価償却費 1,325 1,295

のれん償却額 53 57

賞与引当金の増減額（△は減少） △23 △31

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 △9 △11

支払利息 118 99

有形固定資産売却損益（△は益） △57 △77

有形固定資産除却損 5 6

減損損失 53 －

売上債権の増減額（△は増加） 182 152

たな卸資産の増減額（△は増加） 123 △19

仕入債務の増減額（△は減少） △196 △204

その他の流動資産の増減額（△は増加） 18 △11

その他の流動負債の増減額（△は減少） △113 △26

その他の固定負債の増減額（△は減少） 90 73

その他 △1 16

小計 2,899 2,497

利息及び配当金の受取額 10 11

利息の支払額 △115 △98

法人税等の支払額 △864 △895

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,929 1,514

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 △1,091 △1,114

有形固定資産の売却による収入 100 155

投資有価証券の取得による支出 △21 △0

投資有価証券の売却による収入 1 －

貸付けによる支出 － △15

その他 1 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,051 △974

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） △28 1,699

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 △1,124 △875

配当金の支払額 △169 △141

割賦資産長期未払金支払額 △1,059 △1,064

割賦資産長期未払金増加額 969 107

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,113 △224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △236 315

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 670 1,026
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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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