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

24年3月期第3四半期 10,964 2.7 1,319 9.2 1,321 14.7 699 15.0
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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 696百万円 （18.4％） 23年3月期第3四半期 587百万円 （―％）

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3四半期 49.29 ―

23年3月期第3四半期 42.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 15,951 7,460 46.8
23年3月期 16,500 6,983 42.3

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,460百万円 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3Q 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3Q 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3Q 14,192,966 株 23年3月期3Q 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３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、緩

やかに持ち直しております。 

 しかしながら、欧州債務危機等による新興国の経済成長の鈍化、急激な円高等により景気の不透明感が増しまし

た。 

 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。 

 この様な環境下、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３四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2.5％の増加となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、10,964百万円（前年同期比285百万円増、同2.7％増）となり

ました。 

 一方、利益につきましては、売上高の増加にともなって、売上総利益は3,476百万円（前年同四半期比111百万円

増、同3.3％増）、営業利益は売上高の伸びに対して経費の圧縮に努めた結果1,319百万円（前年同四半期比111百

万円増、同9.2％増）、経常利益は保険金収入等により1,321百万円（前年同四半期比169百万円増、同14.7％増）、

四半期純利益は699百万円（前年同四半期比91百万円増、同15.0％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３四半期連結会計期間末の総資産は、15,951百万円となり前連結会計年度末に比べ549百万円の減少となり

ました。 

 流動資産は、2,650百万円と前連結会計年度末と比べ204百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び

売掛金が150百万円減少したことによるものです。 

固定資産は、13,301百万円と前連結会計年度末と比べ344百万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159百万円、のれん等の無形固定資産が54百万円、繰延税金資産等の投資その他の資産が

130百万円各々減少したことによるものです。 

負債合計は、8,491百万円となり前連結会計年度末と比べ1,025百万円減少しました。流動負債は、5,970百万円

となり前連結会計年度末と比べ479百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金が340百万円増加した一

方、買掛金が282百万円、未払法人税等が199百万円、未払金が206百万円各々減少したことによるものです。 

固定負債は、2,521百万円となり前連結会計年度末と比べ545百万円の減少となりました。これは主に、長期未払

金が589百万円減少したことによるものです。 

純資産は、7,460百万円となり前連結会計年度末に比べ476百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金

が479百万円増加したことによるものです。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

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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２．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 613 580

受取手形及び売掛金 1,614 1,463

商品 408 415

貯蔵品 71 73

繰延税金資産 63 29

その他 126 134

貸倒引当金 △42 △46

流動資産合計 2,855 2,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 595 609

減価償却累計額 △417 △447

建物及び構築物（純額） 177 162

機械装置及び運搬具 20,078 20,906

減価償却累計額 △12,535 △13,476

機械装置及び運搬具（純額） 7,542 7,430

土地 337 343

賃貸用建物 2,735 2,770

減価償却累計額 △1,398 △1,475

賃貸用建物（純額） 1,337 1,295

賃貸用土地 2,416 2,443

建設仮勘定 279 203

その他 131 194

減価償却累計額 △120 △129

その他（純額） 11 64

有形固定資産合計 12,101 11,941

無形固定資産   

営業権 3 3

のれん 495 441

その他 20 20

無形固定資産合計 519 464

投資その他の資産   

投資有価証券 397 392

繰延税金資産 315 261

その他 430 358

貸倒引当金 △118 △118

投資その他の資産合計 1,025 894

固定資産合計 13,645 13,301

資産合計 16,500 15,951
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,605 1,323

短期借入金 2,175 2,515

1年内返済予定の長期借入金 898 820

未払法人税等 396 197

賞与引当金 61 31

未払金 1,190 983

その他 122 99

流動負債合計 6,450 5,970

固定負債   

長期借入金 693 685

長期未払金 1,187 598

繰延税金負債 6 6

退職給付引当金 38 －

役員退職慰労引当金 147 147

預り敷金及び保証金 991 1,080

その他 3 3

固定負債合計 3,066 2,521

負債合計 9,517 8,491

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 6,637

自己株式 △168 △168

株主資本合計 6,983 7,462

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 △2

その他の包括利益累計額合計 0 △2

純資産合計 6,983 7,460

負債純資産合計 16,500 15,951
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 10,678 10,964

売上原価 7,314 7,487

売上総利益 3,364 3,476

販売費及び一般管理費 2,155 2,156

営業利益 1,208 1,319

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 9 10

受取保険金 － 25

保険解約返戻金 20 20

雑収入 14 30

営業外収益合計 45 87

営業外費用   

支払利息 99 83

雑損失 1 2

営業外費用合計 101 86

経常利益 1,152 1,321

特別利益   

固定資産売却益 77 82

特別利益合計 77 82

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 6 11

特別損失合計 7 12

税金等調整前四半期純利益 1,222 1,392

法人税、住民税及び事業税 563 602

法人税等調整額 50 90

法人税等合計 614 692

少数株主損益調整前四半期純利益 608 699

四半期純利益 608 699
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 608 699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20 △3

その他の包括利益合計 △20 △3

四半期包括利益 587 696

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 587 696
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 該当事項はありません。  

  

  

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自 

平成23年４月１日 至 平成23年12月31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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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