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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）

営業収益 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 42,325 5.9 △136 ― 167 △3.0 79 △39.4

23年3月期第2四半期 39,970 11.7 △79 ― 172 3.7 131 26.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △52百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △27百万円 （―％）

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 4.09 ―

23年3月期第2四半期 6.55 ―

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 39,281 29,872 75.5
23年3月期 39,777 30,010 74.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  29,663百万円 23年3月期  29,792百万円

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 ― 4.25 ― 4.25 8.50
24年3月期 ― 4.25

24年3月期（予想） ― 4.25 8.50

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  
 

営業収益 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 90,000 2.4 300 7.0 800 6.0 400 15.1 20.52



(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  ：  有  

(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報告書の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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載しております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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 24,053,942 株 23年3月期 24,053,942 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 4,561,976 株 23年3月期 4,561,289 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 19,492,281 株 23年3月期2Q 20,119,092 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わが国経済は、東日本大震災以降、次第に回復の兆しが見られると伝えられ

るものの、円高や欧州での信用不安が景気下振れリスクとして残り、また消費や雇用の情勢も依然として厳しいこ

となどから、先行きに対しては慎重な見方が広がってきております。 

国際原油市況は、当初、産油国情勢の緊迫化により高値水準にあったものが、次第に景気後退懸念などの影響で

下落傾向を示しました。それでも我が国への原油や液化石油ガスの輸入価格は総じて前年同期を上回り、製品コス

トを押し上げる要因となりました。建設業界におきましては、住宅着工戸数が増加に転じるなど少しずつ明るさが

見えてはきたものの、依然として物件数の不足、小型化、過当競争に伴う収益の悪化といった問題は解決されず、

厳しい状況が続きました。 

こうした中、当社グループは、第三次中期経営計画に従い、簡素で効率的な経営に徹し、新たな顧客層の開拓に

取り組みました。 

以上のような状況により、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高に役務収益を加えた営業収

益は、既存顧客での需要減少を新規顧客の獲得で補ったことやエネルギー価格の上昇により423億２千５百万円

（前年同期比5.9％増）となりました。またエネルギーでの利幅の圧縮には一定の歯止めがかかったものの完全な

回復には至らず、さらには建材での収益に落ち込みが見られたことなどから、営業損失は１億３千６百万円（前年

同期は営業損失７千９百万円）となりました。営業外収益では積極的な販売に基づき報奨金などを確保したことな

どにより、経常利益は１億６千７百万円（前年同期比3.0％減）、四半期純利益は７千９百万円（前年同期比

39.4％減）となりました。 

セグメント別での業績は次のとおりとなっております。 

産業エネルギーでは、大震災以後の供給過剰体質から脱却できない市場環境の中にあって、適正市況・適正利幅

の確保に苦慮いたしました。しかしながら、販売基盤の強化を積極的に推し進め、潤滑油販売ではエコ商品を中心

に販売量を伸ばしました。また業務用ガスでは大手外食チェーンを中心に取引を拡充いたしました。 

以上により売上高（役務収益を含む）は、204億７千４百万円（前年同期比7.8％増）となりました。 

建設資材では、施主、開発業者、建設業者との連携を一層強化し、営業情報の早期収集を徹底した結果、セメン

ト・生コンクリートともに販売量を伸ばしました。しかしながら、サッシや硝子など一部の建材商品では物件の小

型化や競争の激化により、製品価格が著しく値下がりし売上規模は縮小いたしました。 

以上により売上高（役務収益を含む）は、146億５千４百万円（前年同期比3.9％増）となりました。 

生活サポートでは、家庭用液化石油ガスを販売している連結子会社のうち２社について、より顧客目線に立った

地域密着営業を展開していくために、社名を「株式会社ウェルビー湖南」「株式会社ウェルビー長浜」に統一し、

ガス機器・リフォーム・太陽光発電システムなど住生活全般を網羅した総合販売体制作りを行いました。サービス

ステーションについては、引き続きカーケア販売力の強化に取り組み、オペレーションの高度化や商材の拡充など

に努めました。 

以上により売上高（役務収益を含む）は、71億８千５百万円（前年同期比4.4％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資 産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、392億８千１百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億

９千５百万円の減少となりました。主な要因は、「現金及び預金」が11億６千５百万円、「工事未収金」が３億４

千１百万円増加した一方で、「受取手形及び売掛金」が16億８千万円、「有価証券」が１億円、「投資有価証券」

が３億５千５百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（負 債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、94億９百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億５千７百

万円の減少となりました。主な要因は、「工事未払金」が１億３千６百万円、「短期借入金」が１億５千４百万円

増加した一方で、「支払手形及び買掛金」が３億７千５百万円、「未払金」が１億３千２百万円、「未払法人税

等」が２億４百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、298億７千２百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億

３千７百万円の減少となりました。主な要因は、剰余金の配当８千３百万円と四半期純利益７千９百万円により

「利益剰余金」が３百万円減少し、又、「その他有価証券評価差額金」が１億２千４百万円減少したことによるも

のであります。 

この結果、自己資本比率は75.5％、１株当たり純資産は1,521円82銭となりました。 

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 

第３四半期以降の見通しにつきましては、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されますが、当社グループ

は、第三次中期経営計画に示された経営施策を速やかに実行し、業容の拡充に努めてまいります。なお、期末の業

績予想につきましては、平成23年10月28日に発表いたしました業績予想の修正に関するお知らせのとおりとなって

おります。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



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 10,102 11,268

受取手形及び売掛金 14,733 13,052

工事未収金 745 1,086

有価証券 100 －

商品及び製品 468 428

未成工事支出金 32 31

その他 375 410

貸倒引当金 △406 △401

流動資産合計 26,152 25,876

固定資産   

有形固定資産 4,379 4,445

無形固定資産   

のれん 14 10

その他 189 185

無形固定資産合計 204 196

投資その他の資産   

投資有価証券 3,596 3,241

差入保証金 4,499 4,498

その他 1,061 1,134

貸倒引当金 △116 △111

投資その他の資産合計 9,041 8,762

固定資産合計 13,625 13,404

資産合計 39,777 39,281



（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   

支払手形及び買掛金 5,153 4,778

工事未払金 384 521

短期借入金 29 183

未払法人税等 314 109

賞与引当金 166 195

役員賞与引当金 28 21

その他 2,444 2,354

流動負債合計 8,520 8,164

固定負債   

退職給付引当金 367 363

役員退職慰労引当金 507 528

その他 370 353

固定負債合計 1,246 1,244

負債合計 9,767 9,409

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,549 5,549

資本剰余金 5,455 5,455

利益剰余金 19,750 19,746

自己株式 △1,453 △1,453

株主資本合計 29,302 29,298

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 489 365

その他の包括利益累計額合計 489 365

少数株主持分 217 209

純資産合計 30,010 29,872

負債純資産合計 39,777 39,281



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 39,597 41,964

売上原価 37,300 39,594

売上総利益 2,296 2,370

役務収益 373 361

営業総利益 2,669 2,731

販売費及び一般管理費 2,749 2,867

営業損失（△） △79 △136

営業外収益   

受取利息 34 34

受取配当金 27 28

仕入割引 36 36

報奨金 80 99

持分法による投資利益 27 11

その他 81 127

営業外収益合計 287 338

営業外費用   

支払利息 4 4

売上割引 14 18

その他 16 12

営業外費用合計 35 35

経常利益 172 167

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 67 －

負ののれん発生益 87 －

その他 － 3

特別利益合計 154 3

特別損失   

固定資産処分損 6 12

投資有価証券売却損 0 －

会員権評価損 0 －

減損損失 40 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 126 －

リース解約損 0 0

特別損失合計 175 13

税金等調整前四半期純利益 151 157

法人税等 28 85

少数株主損益調整前四半期純利益 123 71

少数株主損失（△） △7 △8

四半期純利益 131 79



（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) 

少数株主損失（△） △7 △8

少数株主損益調整前四半期純利益 123 71

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △151 △124

その他の包括利益合計 △151 △124

四半期包括利益 △27 △52

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △19 △44

少数株主に係る四半期包括利益 △7 △7



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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