
平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成24年5月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社クレックス 上場取引所 大 

コード番号 7568 URL http://www.clex.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小野 和一

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理部長 （氏名） 若山 博史 TEL 043-234-2242
定時株主総会開催予定日 平成24年6月28日 配当支払開始予定日 平成24年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成24年6月28日

決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 有

1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 16,585 5.1 2,081 20.3 2,063 25.7 1,175 27.8
23年3月期 15,780 2.5 1,730 △8.6 1,641 △8.8 919 3.7

（注）包括利益 24年3月期 1,180百万円 （30.4％） 23年3月期 905百万円 （2.9％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益
自己資本当期 

純利益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 82.80 ― 15.7 12.5 12.6
23年3月期 64.78 ― 13.9 9.8 11.0

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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

24年3月期 16,507 7,944 48.1 559.75
23年3月期 16,500 6,983 42.3 492.06

（参考） 自己資本   24年3月期  7,944百万円 23年3月期  6,983百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 3,296 △1,508 △1,716 674
23年3月期 2,562 △1,247 △1,422 603

2.  配当の状況 

（注）24年3月期期末配当金の内訳 特別配当2円00銭、 23年3月期期末配当金の内訳 記念配当5円50銭 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 15.50 15.50 219 23.9 3.3
24年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 170 14.5 2.3

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 7,480 5.3 530 △29.3 500 △32.0 260 △34.0 18.32
通期 17,100 3.1 2,000 △3.9 1,950 △5.5 1,150 △2.1 81.03



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 223,270 株 23年3月期 222,870 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 14,192,955 株 23年3月期 14,193,130 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 10,622 4.1 1,403 △6.1 1,493 △3.0 685 13.3
23年3月期 10,206 7.1 1,493 0.5 1,539 △1.4 605 △22.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

24年3月期 48.32 ―

23年3月期 42.64 ―

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

24年3月期 10,964 6,773 61.8 477.27
23年3月期 10,989 6,302 57.4 444.07

（参考） 自己資本 24年3月期  6,773百万円 23年3月期  6,302百万円

2. 平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財 
務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際 
の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」を参照して下さい。 
 
※ 当社は、投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載
する予定です。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,020 9.1 410 △37.0 230 △33.7 16.21
通期 11,260 6.0 1,270 △15.0 750 9.4 52.84
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の災害からの復旧、復興努力等により景気が上向きに転じ

たものの、急速な円高の進行、欧州の財政危機を背景とする世界経済の減速が見られ、年度後半の過度の円高是正が

ありましたが、一方、原油価格が高騰する等、景気の先行きの不透明感は増しました。 

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、当連結会計年度末のお客様数は、前

連結会計年度末に比べ2.3％の増加となりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、お客様件数の増加および厳冬による消費量の増加等により、16,585百万

円（前年同期比805百万円増、同5.1％増）となりました。 

一方、利益につきましては、売上高の増加、ガス供給設備投資の効率化等により、売上総利益は5,032百万円（前

年同期比321百万円増、同6.8％増）、営業利益は2,081百万円（前年同期比351百万円増、同20.3％増）、経常利益は

2,063百万円（前年同期比421百万円増、同25.7％増）、当期純利益は1,175百万円（前年同期比255百万円増、同

27.8％増）となりました。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、16,507百万円となり前連結会計年度末に比べ６百万円の増加となりました。 

流動資産は、3,142百万円と前連結会計年度末と比べ286百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び

売掛金が160百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、13,364百万円と前連結会計年度末と比べ280百万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24百万円、のれん等の無形固定資産が73百万円、繰延税金資産等の投資その他の資産が

182百万円各々減少したことによるものです。 

負債合計は、8,562百万円となり前連結会計年度末と比べ954百万円減少しました。 

流動負債は、6,161百万円となり前連結会計年度末と比べ288百万円の減少となりました。これは主に、買掛金が

323百万円増加した一方、短期借入金が195百万円、１年以内返済予定の長期借入金が213百万円、未払金が299百万

円各々減少したことによるものです。 

固定負債は、2,401百万円となり前連結会計年度末と比べ665百万円の減少となりました。これは主に、長期未払

金が742百万円減少したことによるものです。 

純資産は、7,944百万円となり前連結会計年度末に比べ960百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金

が955百万円増加したことによるものです。 

次期の見通しにつきましては、ＬＰガス仕入価格の基準となるサウジアラムコの輸出価格（ＣＰ）が当連結会計

年度末に過去 高値となり、仕入価格の高止まりが予想されます。また、節約志向が強まり個人消費の抑制が一段

と進む等、厳しい経営環境が予想されます。 

このような環境のもと、当社グループは引き続き新たなお客様の獲得に注力することにより、売上高について

は、当連結会計年度比3.1％増の17,100百万円を見込んでおります。 

一方、利益につきましては、当連結会計年度に比べガス仕入価格が高水準にて推移するものと思われるため、営

業利益2,000百万円（当連結会計年度比3.9％減）、経常利益1,950百万円（同5.5％減）、当期純利益1,150百万円

（同2.1％減）となる見通しです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ71百万円増

加し、674百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は3,296百万円（前年同期比28.6％増）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益2,144百万円および資金の収支を伴なわない減価償却費1,726百万円の計

上と法人税等の支払795百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は1,508百万円（前年同期比20.9％増）となりました。 

 これは主に、ガス供給設備等の有形固定資産の取得による支出1,735百万円によるものです。 

１．経営成績
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は1,716百万円（前年同期比20.7％増）となりました。 

 これは主に、割賦資産長期未払金支払1,087百万円、配当金の支払220百万円、長期借入金の純減213百万円と

短期借入金の純減195百万円によるものです。 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×自己株式を除く期末発行済株式総数により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※ 利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、今後の事業展開の強化の為のガス供給設備増強の投資資金等必要な内部留保を確保しつつ、株主

への安定的な利益配分を重要な経営課題として捉えております。 

当期の配当につきましては、上記基本方針を基に、普通配当10円00銭および特別配当２円00銭の合計12円00銭とさ

せていただく予定にしております。 

次期の配当につきましては、１株当たり10円00銭を予定しております。 

なお、内部留保金については、主としてガス供給設備の増強のための設備投資資金に充当し、今後の事業拡大に努

めていく所存であります。 

(4）事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しておりま

す。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

①経営成績の季節的変動について 

 当社グループの主力商品でありますＬＰガスにつきましては、需要が冬期に集中していることから、売上高、営

業損益が第４四半期に偏る傾向があります。また、猛暑、冷夏、暖冬など気候要因によっても変動いたします。気

候の変動があった場合には、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

②新たなお客様の開拓がハウスメーカーへ依存していることについて 

 当社グループの新たなお客様の開拓にあたっては、その多くをハウスメーカーやマンション建設会社より紹介を

受けております。そのため、当社グループ営業地域での新設住宅着工件数動向のほかに、紹介をうけているハウス

メーカー等の受注動向や営業方針が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③ＬＰガスの輸入価格が販売価格に与える影響について 

 当社グループの主力商品でありますＬＰガスは、その80％以上を中東諸国からの輸入に依存しており、なかでも

サウジアラビアからの輸入が も多く、輸入価格は、同国のＬＰガス輸出会社であるサウジアラムコの発表するコ

ントラクトプライス（ＣＰ）が基準となっております。ＬＰガスの仕入価格は、ＣＰおよび為替の変動により影響

を受けますが、仕入価格の上昇を販売価格に転嫁するのにタイムラグが生じるため、当社グループの業績は、ＣＰ

および為替の変動による影響を受ける可能性があります。 

  

    平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率 （％）  30.6  36.6  42.3  48.1

時価ベースの自己資本比率 （％）  59.1  70.9  86.0  88.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （年）  2.9  2.5  2.4  1.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍）  18.4  19.5  19.5  31.7
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（注）無印 連結子会社 

※１ 関連会社で持分法非適用会社 

※２ その他の関係会社 

  

  

  

  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、昭和30年５月13日設立以来、三つの基本理念を社是として掲げ、これを一貫した経営理念として

事業展開をしております。 

①わが社は販売・サービス業をもって社会に貢献する。 

 ＬＰガスの供給、販売という公益性の高い事業を通じて、エンドユーザーである各家庭、地域社会の多くの

人々に安定した豊かな暮らしを提供することを目的とし、これによって社会に貢献して行きたいと考えておりま

す。 

②わが社は会社の繁栄と社員の幸福を一致させる。 

 企業の生命は発展的に永遠でなければならず、また、会社が繁栄してこそ社会への貢献が可能になると考えま

す。企業は人なりと言われるように、会社の発展は社員の資質に負うところが多く、社員の幸福への追求はとり

もなおさず会社の繁栄につながります。当社グループは、会社の繁栄は共存共栄の関係にある社員の幸福につな

がるという信念のもとに企業経営を行っております。 

③わが社は一流企業となる。 

 規模の大小ではなく、当社グループは小規模でも内容の素晴らしい企業を目指すことをモットーにしておりま

す。企業の収益力、社会的な信用はもとより、社員の人間性、実力においても一流になろうという考えのもとに

経営を進めております。社員の一人一人が優れた力量を持ち、各部門、分野で一流を目指せば自ずから秀でた総

合力になると考えます。そのためには、当社グループは常に社員教育を行い、高い水準の企業人、社会人として

育成するように心掛けており、少数にして精鋭、且つ一流の組織を目指しております。 

この経営理念のもと、お客様に対するメンテナンスでの迅速なサービスと安全性の確保により、社会から常に

信頼を得て発展を続けることにより、企業価値の向上を目指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループの主力商品でありますＬＰガスの売上は、お客様数と密接な関係にあることから、お客様数を経営指

標とし年間10％の増加を目指しております。また、１株当たりの当期純利益および株主資本純利益率（ＲＯＥ）につ

いても念頭に置き経営を行っております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループは、お客様件数を中期計画の柱としております。 

現在、平成24年度中にお客様件数25万件の達成を目指しております。本目標件数は、新設住宅着工件数の大幅減少

と低迷等から達成時期を当初計画から繰り延べております。 

お客様数25万件の達成と安全かつ安定したガスの供給を目指し、平成24年度は「言行一致」をスローガンとして掲

げました。引き続き厳しい環境の下、当社グループ一丸となって目標達成にむけ妥協することなく、以下の課題を

「実行」して参ります。 

①お客様数の増加を図る為に、次の取り組みを強化します。 

A.技術力の向上、新築物件・建替え物件情報の提供等を通じてのハウスメーカー、不動産管理会社等とのギブア

ンドテイクのパートナーシップの一層の強化を図ります。 

B.ガス業界の厳しい経営環境から、引き続き業界再編成が進むものと思われますが、投資効率を重視しつつ積極

的にＭ＆Ａに取組んでいきます。 

②ローコスト経営を目指し、徹底した合理化・効率化等による生産性の向上を図り収益力の向上を目指します。 

③安全・保安の確保を 優先課題として捉え、人材の育成、技術力の向上等に注力し安全・保安管理体制の一層の

充実に努めます。 

④お客様ニーズの多様化に対応するとともに、付加価値の高いサービスを提供することによりお客様の期待にお答

えしてまいります。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 613 684

受取手形及び売掛金 1,614 1,774

商品 408 437

貯蔵品 71 73

繰延税金資産 63 65

その他 126 157

貸倒引当金 △42 △50

流動資産合計 2,855 3,142

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 595 584

減価償却累計額 △417 △430

建物及び構築物（純額） ※2  177 ※2  153

機械装置及び運搬具 20,078 21,001

減価償却累計額 △12,535 △13,651

機械装置及び運搬具（純額） 7,542 7,349

土地 ※2  337 ※2  332

賃貸用建物 2,735 2,802

減価償却累計額 △1,398 △1,482

賃貸用建物（純額） ※2  1,337 ※2  1,320

賃貸用土地 ※2  2,416 ※2  2,499

建設仮勘定 279 354

その他 131 205

減価償却累計額 △120 △138

その他（純額） 11 66

有形固定資産合計 12,101 12,077

無形固定資産   

営業権 3 2

のれん 495 423

その他 20 19

無形固定資産合計 519 445

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  397 ※1  373

繰延税金資産 315 227

その他 430 359

貸倒引当金 △118 △118

投資その他の資産合計 1,025 842

固定資産合計 13,645 13,364

資産合計 16,500 16,507
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,605 1,929

短期借入金 ※2  2,175 ※2  1,980

1年内返済予定の長期借入金 ※2  898 ※2  684

未払法人税等 396 488

賞与引当金 61 62

未払金 1,190 890

その他 122 125

流動負債合計 6,450 6,161

固定負債   

長期借入金 ※2  693 ※2  693

長期未払金 1,187 445

繰延税金負債 6 5

退職給付引当金 38 －

役員退職慰労引当金 147 139

預り敷金及び保証金 991 1,114

その他 3 3

固定負債合計 3,066 2,401

負債合計 9,517 8,562

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 7,112

自己株式 △168 △168

株主資本合計 6,983 7,938

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 6

その他の包括利益累計額合計 0 6

純資産合計 6,983 7,944

負債純資産合計 16,500 16,507
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 15,780 16,585

売上原価 11,069 11,553

売上総利益 4,711 5,032

販売費及び一般管理費 ※1  2,981 ※1  2,950

営業利益 1,730 2,081

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 10 10

受取保険金 － 25

有価証券売却益 － 0

保険解約返戻金 21 20

雑収入 18 36

営業外収益合計 51 94

営業外費用   

支払利息 131 108

有価証券売却損 － 1

雑損失 8 2

営業外費用合計 140 112

経常利益 1,641 2,063

特別利益   

固定資産売却益 ※2  133 ※2  130

特別利益合計 133 130

特別損失   

固定資産売却損 ※3  4 ※3  0

固定資産除却損 ※4  24 ※4  36

減損損失 － ※5  12

特別損失合計 29 49

税金等調整前当期純利益 1,745 2,144

法人税、住民税及び事業税 804 887

法人税等調整額 22 81

法人税等合計 826 969

少数株主損益調整前当期純利益 919 1,175

当期純利益 919 1,175
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 919 1,175

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14 5

その他の包括利益合計 △14 5

包括利益 905 1,180

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 905 1,180

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 582 582

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 582 582

資本剰余金   

当期首残高 411 411

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 411 411

利益剰余金   

当期首残高 5,380 6,157

当期変動額   

剰余金の配当 △141 △219

当期純利益 919 1,175

当期変動額合計 777 955

当期末残高 6,157 7,112

自己株式   

当期首残高 △168 △168

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △168 △168

株主資本合計   

当期首残高 6,205 6,983

当期変動額   

剰余金の配当 △141 △219

当期純利益 919 1,175

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 777 954

当期末残高 6,983 7,938

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 14 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 5

当期変動額合計 △14 5

当期末残高 0 6

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 14 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 5

当期変動額合計 △14 5

当期末残高 0 6
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 6,220 6,983

当期変動額   

剰余金の配当 △141 △219

当期純利益 919 1,175

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 5

当期変動額合計 763 960

当期末残高 6,983 7,944
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,745 2,144

減価償却費 1,747 1,726

営業権償却 15 1

のれん償却額 75 72

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 △38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △45 △7

受取利息及び受取配当金 △11 △12

支払利息 131 108

有形固定資産売却損益（△は益） △129 △129

有形固定資産除却損 24 36

減損損失 － 12

投資有価証券売却損益（△は益） － 1

売上債権の増減額（△は増加） △63 △160

たな卸資産の増減額（△は増加） △92 △30

仕入債務の増減額（△は減少） 104 238

その他の流動資産の増減額（△は増加） △12 △35

投資その他の資産の増減額（△は増加） 2 69

その他の流動負債の増減額（△は減少） △33 54

その他の固定負債の増減額（△は減少） 106 123

小計 3,577 4,183

利息及び配当金の受取額 11 12

利息の支払額 △131 △103

法人税等の支払額 △894 △795

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,562 3,296

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 3 －

有形固定資産の取得による支出 △1,498 △1,735

有形固定資産の売却による収入 265 197

無形固定資産の取得による支出 △3 △2

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 － 31

出資金の回収による収入 0 －

貸付による支出及び回収による収入 △13 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,247 △1,508
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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） 1,169 △195

長期借入金の借入れによる収入 50 807

長期借入金の返済による支出 △1,222 △1,020

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △141 △220

割賦資産長期未払金支払額 △1,384 △1,087

割賦資産長期未払金増加額 107 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,422 △1,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △107 71

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期末残高 ※  603 ※  674
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該当事項はありません。 

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項   目 
当連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数         ６社 

連結子会社名 

トーホクガス㈱ 

札幌ガス㈱ 

㈱藤森プロパン商会 

㈱旭商会 

杉野石油ガス㈱ 

常総ガス㈱ 

２．持分法の適用に関する事項  関連会社宮城ガス㈱は、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除

外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準および

評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

  ロ たな卸資産 

商品 

ガスは総平均法による原価法 

ガス器具は個別法による原価法 

  貯蔵品 

終仕入原価法 

   貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定してお

ります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ 有形固定資産 

減価償却の方法は、以下のとおりであります。 

 建物及び賃貸用建物  定額法 

 機械装置及び運搬具  定率法 

 その他        定率法 

  なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 ７年～38年

機械装置及び運搬具 ４年～13年

賃貸用建物 10年～47年

   また、取得価額 万円以上 万円未満の減価償却資産については、３年間

で均等償却しております。 

10 20

  ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5

年)に基づく定額法を採用しております。 

 また、営業権については５年間で均等償却しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

  ロ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額を計上しております。 
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（退職給付引当金）   

 当社および一部の連結子会社は、従来、退職給付制度として適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成23年

11月１日より確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第

１号）を適用しております。 

 なお、この移行に伴う影響額は軽微であります。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

項   目 
当連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

  ハ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職に際し支給する退職金に充てるため、内規に基づく期末現在の要

支給額を計上しております。 

(4）のれんの償却方法および償却

期間 

のれんについては10年間の定額法により償却を行なっております。 

(5）連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。  

(7）追加情報
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※１ 関連会社に対する主なものは、次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産ならびに担保付債務は、次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

 投資有価証券（株式）  百万円 7  百万円 7

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

（担保資産） 

 建物 

 土地 

 賃貸用建物 

 賃貸用土地 

  

 百万円 

 

 

 

9

60

248

643

  

 百万円 

 

 

 

9

46

157

441

  合 計  961  655

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

（担保付債務） 

 短期借入金 

 １年以内返済予定長期借入金 

 長期借入金 

  

 百万円 

 

 

540

433

359

  

 百万円 

 

 

710

324

298

  合 計  1,332  1,332

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 給与・賞与 

 賞与引当金繰入額 

 退職給付費用 

 百万円 

 

 

1,043

61

25

 百万円 

 

 

1,044

62

21

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 機械装置及び運搬具 

 その他 

 百万円 

 

129

4

 百万円 

   

125

5

  合 計  133  130

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 機械装置及び運搬具  百万円 4  百万円 0
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※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは、ガス供給設備のほか、賃貸不動産および遊休資産を物件単位で資産グループとしております。 

 遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（12百万

円）として特別損失に計上いたしました。 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

  

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 機械装置及び運搬具 

 その他 

 百万円 

 

22

2

 百万円 

 

35

0

  合 計  24  36

用  途 種  類 場  所 

 遊休資産  土地 
 北海道茅部郡鹿部町 

 福島県耶麻郡猪苗代町  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度
期首株式数（千株） 

当連結会計年度
増加株式数（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  14,416  －  －  14,416

合   計  14,416  －  －  14,416

自己株式         

普通株式  222  －  －  222

合   計  222  －  －  222

決  議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円） 

基 準 日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  141  10.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日 

決 議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円） 

基 準 日 効力発生日

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  219 利益剰余金  15.50 平成23年３月31日 平成23年６月30日
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

  

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

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。 

  

  
当連結会計年度
期首株式数（千株） 

当連結会計年度
増加株式数（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  14,416  －  －  14,416

合   計  14,416  －  －  14,416

自己株式         

普通株式  222  1  －  223

合   計  222  1  －  223

決  議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円） 

基 準 日 効力発生日

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  219  15.50 平成23年３月31日 平成23年６月30日 

決 議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円） 

基 準 日 効力発生日

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  170 利益剰余金  12.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 現金及び預金勘定 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

 百万円 

 

613

△10

 百万円 

 

684

△10

 現金及び現金同等物  603  674

（セグメント情報）
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潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注）１株当たりの算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり当期純利益金額 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 492 06 円 銭 559 75

１株当たり当期純利益金額 円 銭 64 78 円 銭 82 80

  
前連結会計年度末

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成24年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  6,983  7,944

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  6,983  7,944

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（千株） 
 14,193  14,192

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当期純利益（百万円）  919  1,175

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  919  1,175

期中平均株式数（千株）  14,193  14,192

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 294 318

売掛金 995 1,131

商品 84 73

貯蔵品 22 20

前払費用 37 34

繰延税金資産 31 27

関係会社短期貸付金 1,764 1,833

未収入金 36 20

その他 5 17

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 3,267 3,472

固定資産   

有形固定資産   

建物 14 14

減価償却累計額 △9 △10

建物（純額） 4 3

構築物 179 170

減価償却累計額 △150 △144

構築物（純額） 28 25

機械及び装置 7,441 7,918

減価償却累計額 △4,558 △5,064

機械及び装置（純額） 2,882 2,854

車両運搬具 79 83

減価償却累計額 △67 △67

車両運搬具（純額） 12 16

器具及び備品 40 47

減価償却累計額 △34 △38

器具及び備品（純額） 5 9

土地 126 120

賃貸用建物 672 752

減価償却累計額 △401 △427

賃貸用建物（純額） 271 324

賃貸用土地 609 688

建設仮勘定 96 106

有形固定資産合計 4,038 4,149

無形固定資産   

ソフトウエア 0 1

その他 11 10

無形固定資産合計 12 12
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 389 365

関係会社株式 1,093 1,097

出資金 1 1

関係会社長期貸付金 1,962 1,890

繰延税金資産 356 275

敷金及び保証金 132 137

会員権 120 118

保険積立金 69 －

その他 2 2

貸倒引当金 △88 △88

投資損失引当金 △368 △470

投資その他の資産合計 3,671 3,330

固定資産合計 7,722 7,491

資産合計 10,989 10,964

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,126 1,346

短期借入金 530 230

1年内返済予定の長期借入金 589 501

未払金 403 297

未払法人税等 309 291

未払費用 16 13

預り金 21 22

賞与引当金 19 19

その他 31 18

流動負債合計 3,047 2,741

固定負債   

長期借入金 321 370

預り敷金及び保証金 717 773

長期未払金 433 162

退職給付引当金 23 －

役員退職慰労引当金 139 139

長期預り金 3 3

固定負債合計 1,639 1,449

負債合計 4,686 4,190
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 582 582

資本剰余金   

資本準備金 411 411

資本剰余金合計 411 411

利益剰余金   

利益準備金 83 83

その他利益剰余金   

ガス発生設備準備金 380 410

ガス供給設備準備金 390 420

別途積立金 1,040 1,070

繰越利益剰余金 3,583 3,958

利益剰余金合計 5,476 5,942

自己株式 △168 △168

株主資本合計 6,302 6,767

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 6

評価・換算差額等合計 0 6

純資産合計 6,302 6,773

負債純資産合計 10,989 10,964
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

ガス事業売上高 10,146 10,562

不動産事業収入 59 60

売上高合計 10,206 10,622

売上原価   

ガス事業売上原価 7,233 7,705

不動産事業売上原価 34 35

売上原価合計 7,267 7,741

売上総利益 2,938 2,880

販売費及び一般管理費 1,444 1,477

営業利益 1,493 1,403

営業外収益   

受取利息 39 42

受取配当金 9 10

受取経営指導料 38 34

有価証券売却益 － 0

保険解約返戻金 － 20

雑収入 11 24

営業外収益合計 99 131

営業外費用   

支払利息 51 39

有価証券売却損 － 1

雑損失 2 0

営業外費用合計 53 41

経常利益 1,539 1,493

特別利益   

固定資産売却益 13 8

特別利益合計 13 8

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 13 6

投資損失引当金繰入額 270 102

減損損失 － 12

特別損失合計 284 121

税引前当期純利益 1,268 1,379

法人税、住民税及び事業税 651 612

法人税等調整額 11 81

法人税等合計 663 693

当期純利益 605 685
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 582 582

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 582 582

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 411 411

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 411 411

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 83 83

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 83 83

その他利益剰余金   

ガス発生設備準備金   

当期首残高 350 380

当期変動額   

ガス発生設備準備金の積立 30 30

当期変動額合計 30 30

当期末残高 380 410

ガス供給設備準備金   

当期首残高 360 390

当期変動額   

ガス供給設備準備金の積立 30 30

当期変動額合計 30 30

当期末残高 390 420

別途積立金   

当期首残高 1,010 1,040

当期変動額   

別途積立金の積立 30 30

当期変動額合計 30 30

当期末残高 1,040 1,070

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,209 3,583

当期変動額   

ガス発生設備準備金の積立 △30 △30

ガス供給設備準備金の積立 △30 △30

別途積立金の積立 △30 △30

剰余金の配当 △141 △219

当期純利益 605 685

当期変動額合計 373 375

当期末残高 3,583 3,958
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 5,013 5,476

当期変動額   

剰余金の配当 △141 △219

当期純利益 605 685

当期変動額合計 463 465

当期末残高 5,476 5,942

自己株式   

当期首残高 △168 △168

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △168 △168

株主資本合計   

当期首残高 5,838 6,302

当期変動額   

剰余金の配当 △141 △219

当期純利益 605 685

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 463 465

当期末残高 6,302 6,767

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 14 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 5

当期変動額合計 △14 5

当期末残高 0 6

評価・換算差額等合計   

当期首残高 14 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 5

当期変動額合計 △14 5

当期末残高 0 6

純資産合計   

当期首残高 5,853 6,302

当期変動額   

剰余金の配当 △141 △219

当期純利益 605 685

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 5

当期変動額合計 449 471

当期末残高 6,302 6,773
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 該当事項はありません。 

  

  

（１）役員の異動 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

② その他の役員の異動 （平成24年６月28日付）  

・新任取締役候補 

  取締役      杉山 忠昭 （現 執行役員 甲信営業部長） 

・退任予定取締役  

  取締役      森 定三 （常勤監査役 就任予定） 

・新任監査役候補 

 （常 勤）監査役  森 定三 （現 取締役 監査部長） 

・退任予定監査役  

 （常 勤）監査役  吉田 紀   

 

  

（２）その他 

 該当事項はありません。 

以 上 

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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