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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 7,102 1.3 749 △2.8 734 △0.4 394 1.0
23年3月期第2四半期 7,009 2.9 770 △21.5 738 △20.6 390 △16.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 408百万円 （10.4％） 23年3月期第2四半期 370百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 27.76 ―

23年3月期第2四半期 27.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 15,351 7,172 46.7
23年3月期 16,500 6,983 42.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,172百万円 23年3月期  6,983百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 15.50 15.50

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 16,281 3.2 1,530 △11.5 1,427 △13.0 730 △20.6 51.43



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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及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、添付資
料Ｐ．２ 「１．当四半期決算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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 14,416,000 株 23年3月期 14,416,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 223,070 株 23年3月期 222,870 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,192,784 株 23年3月期2Q 14,193,130 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の我が国経済は、個人消費の一部に弱さが残っているものの、全体としては東日本大

震災の影響を徐々に脱し、緩やかな回復過程にあるものと思われます。 

しかしながら、財政問題を背景とする、米国の景気回復の遅れ、欧州の金融不安に起因する円高の進行の影響等

により、景気の先行きに不透明感が増しております。 

当社グループの属するＬＰガス業界におきましては、節約志向、気候要因によるガス消費量の減少、ガス仕入価

格の高止まり、業界内の競争激化等、厳しい経営環境が続いております。 

このような環境下、当社グループは引き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

様数は、前年同四半期末に比べ2.6％の増加となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、7,102百万円（前年同四半期比92百万円増、同1.3％増）とな

りました。 

一方、利益につきましては、ガス仕入価格が前年同期に比べ高い水準で推移しましたが、新規顧客の開拓に伴う

設備投資の効率化により、売上総利益は、2,181百万円（前年同四半期比10百万円減、同0.5％減）、営業利益は749百

万円（前年同四半期比21百万円減、同2.8％減）、経常利益は734百万円（前年同四半期比３百万円減、同0.4％減）、

四半期純利益は394百万円（前年同四半期比３百万円増、同1.0％増）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総資産は、15,351百万円となり前連結会計年度末に比べ 1,149百万円の減少とな

りました。 

流動資産は、1,916百万円と前連結会計年度末と比べ938百万円の減少となりました。 

これは、現金及び預金が233百万円、受取手形及び売掛金が687百万円各々減少したことなどによるものです。 

固定資産は、13,434百万円と前連結会計年度末と比べ210百万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181百万円、のれん等の無形固定資産が35百万円各々減少したこ

となどによるものです。 

負債合計は、8,178百万円と前連結会計年度末と比べ1,338百万円減少しました。 

流動負債は、5,566百万円となり前連結会計年度末と比べ883百万円の減少となりました。 

これは、短期借入金が88百万円増加した一方、買掛金が681百万円、未払金が194百万円各々減少したことなどに

よるものです。 

固定負債は、2,611百万円となり前連結会計年度末と比べ455百万円の減少となりました。 

これは、長期未払金が412百万円、長期借入金が110百万円各々減少したことなどによるものです。 

純資産は、7,172百万円となり前連結会計年度末に比べ188百万円の増加となりました。 

これは、利益剰余金が174百万円、その他有価証券評価差額金が14百万円各々増加したこと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23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．当四半期決算に関する定性的情報
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 613 379

受取手形及び売掛金 1,614 927

商品 408 363

貯蔵品 71 58

繰延税金資産 63 63

その他 126 163

貸倒引当金 △42 △39

流動資産合計 2,855 1,916

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 595 601

減価償却累計額 △417 △434

建物及び構築物（純額） 177 167

機械装置及び運搬具 20,078 20,645

減価償却累計額 △12,535 △13,138

機械装置及び運搬具（純額） 7,542 7,506

土地 337 337

賃貸用建物 2,735 2,740

減価償却累計額 △1,398 △1,451

賃貸用建物（純額） 1,337 1,289

賃貸用土地 2,416 2,416

建設仮勘定 279 187

その他 131 139

減価償却累計額 △120 △123

その他（純額） 11 15

有形固定資産合計 12,101 11,919

無形固定資産   

営業権 3 2

のれん 495 459

その他 20 21

無形固定資産合計 519 483

投資その他の資産   

投資有価証券 397 423

繰延税金資産 315 298

その他 430 428

貸倒引当金 △118 △118

投資その他の資産合計 1,025 1,031

固定資産合計 13,645 13,434

資産合計 16,500 15,351
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,605 924

短期借入金 2,175 2,263

1年内返済予定の長期借入金 898 825

未払法人税等 396 393

賞与引当金 61 71

未払金 1,190 995

その他 122 93

流動負債合計 6,450 5,566

固定負債   

長期借入金 693 582

長期未払金 1,187 774

繰延税金負債 6 6

退職給付引当金 38 41

役員退職慰労引当金 147 147

預り敷金及び保証金 991 1,055

その他 3 3

固定負債合計 3,066 2,611

負債合計 9,517 8,178

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 6,157 6,331

自己株式 △168 △168

株主資本合計 6,983 7,157

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 15

その他の包括利益累計額合計 0 15

純資産合計 6,983 7,172

負債純資産合計 16,500 15,351
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,009 7,102

売上原価 4,817 4,920

売上総利益 2,191 2,181

販売費及び一般管理費 1,420 1,432

営業利益 770 749

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5 5

受取保険金 － 18

保険解約返戻金 20 －

雑収入 10 20

営業外収益合計 36 44

営業外費用   

支払利息 67 57

雑損失 1 0

営業外費用合計 69 58

経常利益 738 734

特別利益   

固定資産売却益 49 61

特別利益合計 49 61

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 3 8

特別損失合計 4 8

税金等調整前四半期純利益 783 788

法人税、住民税及び事業税 378 386

法人税等調整額 14 7

法人税等合計 393 394

少数株主損益調整前四半期純利益 390 394

四半期純利益 390 394
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 390 394

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19 14

その他の包括利益合計 △19 14

四半期包括利益 370 408

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 370 408
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 783 788

減価償却費 846 816

のれん償却額 39 36

賞与引当金の増減額（△は減少） 9 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 △6 △5

支払利息 67 57

有形固定資産売却損益（△は益） △49 △61

有形固定資産除却損 3 8

売上債権の増減額（△は増加） 727 687

たな卸資産の増減額（△は増加） 66 57

仕入債務の増減額（△は減少） △671 △709

その他の流動資産の増減額（△は増加） △40 △38

その他の流動負債の増減額（△は減少） △71 △42

その他の固定負債の増減額（△は減少） 48 64

その他 11 1

小計 1,718 1,669

利息及び配当金の受取額 5 5

利息の支払額 △67 △55

法人税等の支払額 △476 △384

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,180 1,234

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 △746 △670

有形固定資産の売却による収入 101 101

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

貸付けによる支出 △15 －

その他 0 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △660 △571

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） 532 88

長期借入れによる収入 50 300

長期借入金の返済による支出 △642 △483

配当金の支払額 △141 △219

割賦資産長期未払金支払額 △720 △580

割賦資産長期未払金増加額 69 －

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △853 △896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △333 △233

現金及び現金同等物の期首残高 710 603

現金及び現金同等物の四半期末残高 377 369

 
㈱クレックス（7568） 平成２４年３月期 第２四半期決算短信

- 7 -



該当事項はありません。 

  

 前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自 

平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 当社グループは、ガス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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