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

25年3月期第3四半期 11,815 7.8 1,444 9.5 1,432 8.4 868 24.1
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

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 854百万円 （22.7％） 24年3月期第3四半期 696百万円 （18.4％）

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3四半期 61.18 ―

24年3月期第3四半期 49.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 17,829 8,628 48.4
24年3月期 16,507 7,944 48.1

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  8,628百万円 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 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 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、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 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）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3Q 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3Q 223,390 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3Q 14,192,689 株 24年3月期3Q 14,192,966 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におけるわが国経済は、復興関連需要を背景に緩やかながら持ち直しの動きをみせて

おりましたが、政策効果の一巡や欧州債務問題、中国経済の減速、円高等を背景とした輸出の減少などにより総じ

て弱含みで推移しました。 

当社グループの属するＬＰガス業界におきましては、節約志向によるガス消費量の減少、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や取引先との関係強化に注力し、当第３四半期連

結会計期間末のお客様数は、前年同四半期会計期間末に比べ4.4％の増加となりました。なお、平成24年12月には

神奈川県平塚市に湘南営業所を開設いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、お客様数の増加等により、11,815百万円（前年同四半期比

851百万円増、同7.8％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3,663百万円

（前年同四半期比187百万円増、同5.4％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1,444百

万円（前年同四半期比124百万円増、同9.5％増）、経常利益は1,432百万円（前年同四半期比111百万円増、同

8.4％増）、四半期純利益は868百万円（前年同四半期比168百万円増、同24.1％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、17,829百万円となり前連結会計年度末に比べ1,322百万円の増加とな

りました。 

流動資産は、3,883百万円となり前連結会計年度末と比べ741百万円増加しました。これは主に、受取手形及び売

掛金が187百万円減少した一方、現金及び預金が951百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、13,945百万円となり前連結会計年度末と比べ580百万円増加しました。これは主に、建設仮勘定が

99百万円減少した一方、賃貸用建物が387百万円、賃貸用土地が324百万円各々増加したことによるものです。 

負債合計は、9,201百万円となり前連結会計年度末と比べ638百万円増加しました。 

流動負債は、5,094百万円となり前連結会計年度末と比べ1,067百万円減少しました。これは主に、１年内返済予

定の長期借入金が184百万円増加した一方、買掛金が311百万円、短期借入金が325百万円、未払法人税等が288百万

円各々減少したことによるものです。 

固定負債は、4,106百万円となり前連結会計年度末と比べ1,705百万円増加しました。これは主に、長期未払金が

305百万円減少した一方、長期借入金が1,952百万円増加したことによるものです。 

純資産は、8,628百万円となり前連結会計年度末に比べ683百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が697

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３四半期連結累計期間の業績は好調に推移しておりますが、通期の連結業績予想に関しましては、今後のＬ

Ｐ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。 

 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、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ21百万円増加しております。 

   

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 684 1,636

受取手形及び売掛金 1,774 1,586

商品 437 470

貯蔵品 73 67

繰延税金資産 65 33

その他 157 128

貸倒引当金 △50 △38

流動資産合計 3,142 3,883

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 584 624

減価償却累計額 △430 △467

建物及び構築物（純額） 153 156

機械装置及び運搬具 21,001 21,970

減価償却累計額 △13,651 △14,572

機械装置及び運搬具（純額） 7,349 7,397

土地 332 332

賃貸用建物 2,802 3,243

減価償却累計額 △1,482 △1,536

賃貸用建物（純額） 1,320 1,707

賃貸用土地 2,499 2,823

建設仮勘定 354 255

その他 205 232

減価償却累計額 △138 △165

その他（純額） 66 66

有形固定資産合計 12,077 12,740

無形固定資産   

営業権 2 1

のれん 423 369

その他 19 17

無形固定資産合計 445 388

投資その他の資産   

投資有価証券 373 352

繰延税金資産 227 221

その他 359 359

貸倒引当金 △118 △118

投資その他の資産合計 842 815

固定資産合計 13,364 13,945

資産合計 16,507 17,829
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,929 1,617

短期借入金 1,980 1,655

1年内返済予定の長期借入金 684 869

未払法人税等 488 200

賞与引当金 62 29

未払金 890 623

その他 125 100

流動負債合計 6,161 5,094

固定負債   

長期借入金 693 2,645

長期未払金 445 139

繰延税金負債 5 5

役員退職慰労引当金 139 131

預り敷金及び保証金 1,114 1,181

その他 3 3

固定負債合計 2,401 4,106

負債合計 8,562 9,201

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 7,810

自己株式 △168 △169

株主資本合計 7,938 8,636

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6 △7

その他の包括利益累計額合計 6 △7

純資産合計 7,944 8,628

負債純資産合計 16,507 17,829
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 10,964 11,815

売上原価 7,487 8,151

売上総利益 3,476 3,663

販売費及び一般管理費 2,156 2,218

営業利益 1,319 1,444

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 10 9

受取保険金 25 －

保険解約返戻金 20 －

受取補償金 － 11

雑収入 30 24

営業外収益合計 87 46

営業外費用   

支払利息 83 57

雑損失 2 0

営業外費用合計 86 58

経常利益 1,321 1,432

特別利益   

固定資産売却益 82 124

特別利益合計 82 124

特別損失   

固定資産売却損 0 3

固定資産除却損 11 7

その他 － 0

特別損失合計 12 10

税金等調整前四半期純利益 1,392 1,545

法人税、住民税及び事業税 602 631

法人税等調整額 90 45

法人税等合計 692 677

少数株主損益調整前四半期純利益 699 868

四半期純利益 699 868
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 699 868

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 △14

その他の包括利益合計 △3 △14

四半期包括利益 696 854

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 696 854
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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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成24年４月１日 至 平成24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。 

  

（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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