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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 4,630 11.0 789 26.9 790 25.8 491 45.0
24年3月期第1四半期 4,171 △1.9 622 △21.1 628 △18.3 338 △26.1

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 485百万円 （43.3％） 24年3月期第1四半期 339百万円 （△24.5％）

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

25年3月期第1四半期 34.61 ―

24年3月期第1四半期 23.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 16,127 8,260 51.2
24年3月期 16,507 7,944 48.1

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,260百万円 24年3月期  7,944百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

25年3月期 ―

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）

（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

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



(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 

（注）当第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当し
   ております。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧く 
   ださい。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期のレビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 14,416,000 株 24年3月期 14,416,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 223,270 株 24年3月期 223,270 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 14,192,730 株 24年3月期1Q 14,193,039 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要やエコカー補助金などの政策効果により、国内需要

が堅調に推移しました。 

一方、海外では、欧州債務問題が再燃し、欧州のほか、米国、中国経済も減速傾向が強まるなど、依然として先

行きは不透明な状況で推移しました。 

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販売量の減少、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１四半期連結会計期間末のお客様

数は、前年同四半期会計末に比べ3.5％の増加となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、お客様数の増加及び前年同期に比べ気温が低めに推移したこ

とによる消費量の増加等により、4,630百万円（前年同四半期比458百万円増、同11.0％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1,503百万円

（前年同四半期比163百万円増、同12.2％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789百万

円（前年同四半期比167百万円増、同26.9％増）、経常利益は790百万円（前年同四半期比162百万円増、同25.8％

増）、四半期純利益は491百万円（前年同四半期比152百万円増、同45.0％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１四半期連結会計期間末の総資産は、16,127百万円となり前連結会計年度末に比べ379百万円の減少となり

ました。 

流動資産は、2,749百万円と前連結会計年度末と比べ392百万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457百万円、商品が71百万円各々減少し、現金及び預金が148百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、13,377百万円と前連結会計年度末と比べ12百万円の増加となりました。これは主に、機械装置及び

運搬具が77百万円、賃貸用土地が32百万円各々増加し、建設仮勘定が54百万円減少したことによるものです。 

負債合計は、7,867百万円となり前連結会計年度末と比べ695百万円の減少となりました。 

流動負債は、5,621百万円となり前連結会計年度末と比べ539百万円の減少となりました。これは主に、短期借入

金が760百万円増加した一方、買掛金が960百万円、１年内長期借入金が152百万円、未払法人税等が128百万円各々

減少したことによるものです。 

固定負債は、2,246百万円となり前連結会計年度末と比べ155百万円の減少となりました。これは主に、長期未払

金が123百万円、長期借入金が62百万円各々減少したことによるものです。 

純資産は、8,260百万円となり前連結会計年度末に比べ315百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金

が320百万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 

当第１四半期連結累計期間の四半期純利益は、第２四半期連結累計期間の利益予想を上回っておりますが、季節

的な要因から第２四半期が最も需要が落ち込むこと、更には、ガス仕入価格の予測が難しく、気候の温暖化等の諸

要因もあることから平成24年５月11日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。  

   

（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 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 684 833

受取手形及び売掛金 1,774 1,317

商品 437 365

貯蔵品 73 56

繰延税金資産 65 61

その他 157 157

貸倒引当金 △50 △41

流動資産合計 3,142 2,749

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 584 609

減価償却累計額 △430 △447

建物及び構築物（純額） 153 161

機械装置及び運搬具 21,001 21,353

減価償却累計額 △13,651 △13,926

機械装置及び運搬具（純額） 7,349 7,427

土地 332 332

賃貸用建物 2,802 2,788

減価償却累計額 △1,482 △1,498

賃貸用建物（純額） 1,320 1,290

賃貸用土地 2,499 2,531

建設仮勘定 354 300

その他 205 223

減価償却累計額 △138 △146

その他（純額） 66 76

有形固定資産合計 12,077 12,121

無形固定資産   

営業権 2 2

のれん 423 405

その他 19 18

無形固定資産合計 445 426

投資その他の資産   

投資有価証券 373 365

繰延税金資産 227 227

その他 359 354

貸倒引当金 △118 △117

投資その他の資産合計 842 830

固定資産合計 13,364 13,377

資産合計 16,507 16,127
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,929 968

短期借入金 1,980 2,740

1年内返済予定の長期借入金 684 531

未払法人税等 488 360

賞与引当金 62 96

未払金 890 786

その他 125 138

流動負債合計 6,161 5,621

固定負債   

長期借入金 693 630

長期未払金 445 321

繰延税金負債 5 5

役員退職慰労引当金 139 139

預り敷金及び保証金 1,114 1,145

その他 3 3

固定負債合計 2,401 2,246

負債合計 8,562 7,867

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 7,112 7,433

自己株式 △168 △168

株主資本合計 7,938 8,259

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6 0

その他の包括利益累計額合計 6 0

純資産合計 7,944 8,260

負債純資産合計 16,507 16,127
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,171 4,630

売上原価 2,830 3,126

売上総利益 1,340 1,503

販売費及び一般管理費 718 714

営業利益 622 789

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 4 4

受取保険金 18 －

受取補償金 － 6

雑収入 13 10

営業外収益合計 36 22

営業外費用   

支払利息 29 20

雑損失 0 0

営業外費用合計 30 20

経常利益 628 790

特別利益   

固定資産売却益 23 63

特別利益合計 23 63

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 4 3

特別損失合計 4 3

税金等調整前四半期純利益 647 850

法人税、住民税及び事業税 306 352

法人税等調整額 1 7

法人税等合計 308 359

少数株主損益調整前四半期純利益 338 491

四半期純利益 338 491
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 338 491

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 △5

その他の包括利益合計 0 △5

四半期包括利益 339 485

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 339 485
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該当事項はありません。  

  

   

該当事項はありません。 

  

   

 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 

平成24年４月１日 至 平成24年６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。 

   

   

（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

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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