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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 17,801 7.3 2,206 6.0 2,183 5.8 1,299 10.6
24年3月期 16,585 5.1 2,081 20.3 2,063 25.7 1,175 27.8

（注）包括利益 25年3月期 1,331百万円 （12.8％） 24年3月期 1,180百万円 （30.4％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 91.57 ― 15.2 12.4 12.4
24年3月期 82.80 ― 15.7 12.5 12.6

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 18,662 9,105 48.8 641.56
24年3月期 16,507 7,944 48.1 559.75

（参考） 自己資本   25年3月期  9,105百万円 24年3月期  7,944百万円

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

25年3月期 3,147 △3,718 611 715
24年3月期 3,296 △1,508 △1,716 674

2.  配当の状況 

（注）25年3月期期末配当金の内訳 記念配当5円00銭、 24年3月期期末配当金の内訳 特別配当2円00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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 170 14.5 2.3
25年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 212 16.4 2.5

26年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 9.8

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 8,074 4.4 1,162 6.5 1,146 6.0 641 △5.3 45.16
通期 18,480 3.8 2,565 16.3 2,537 16.2 1,444 11.1 101.74



※  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 

 （注） 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（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 
     該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．15「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 223,390 株 24年3月期 223,270 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 14,192,670 株 24年3月期 14,192,955 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 11,759 10.7 1,441 2.7 1,517 1.6 905 32.1
24年3月期 10,622 4.1 1,403 △6.1 1,493 △3.0 685 13.3

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

25年3月期 63.82 ―

24年3月期 48.32 ―

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

25年3月期 12,794 7,541 58.9 531.33
24年3月期 10,964 6,773 61.8 477.27

（参考） 自己資本 25年3月期  7,541百万円 24年3月期  6,773百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 
   （将来に関する記述等についてのご注意） 
     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．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する 
    分析」をご覧ください。 
 
※ 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) 5,187 3.0 638 △12.5 353 △14.4 24.87
通期 12,073 2.7 1,478 △2.6 830 △8.4 58.48
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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、春先からの欧州経済の低迷や新興国景気の鈍化等による輸出の減少を主

な要因として重い足取りで推移しましたが、後半より米国経済の回復と共に年末の政権交代後の円高是正等の政策に

よる景気回復の期待が高まっております。 

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、

引き続き厳しい経営環境が続いております。 

このような環境下、当社グループは営業基盤強化のため、神奈川県平塚市に湘南営業所を開設するなど新たなお

客様の獲得や取引先との関係強化に注力したことにより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

3.3％の増加となり、お客様数25万件を達成しました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、お客様数の増加及び厳冬による消費量の増加等により、17,801百万円

（前年同期比1,215百万円増、同7.3％増）となりました。 

一方、利益につきましては、売上高が増加した一方、ガス仕入価格が上昇したことにより、売上総利益は5,191百

万円（前年同期比158百万円増、同3.2％増）、営業利益は2,206百万円（前年同期比124百万円増、同6.0％増）、経

常利益は2,183百万円（前年同期比120百万円増、同5.8％増）、当期純利益は1,299百万円（前年同期比124百万円

増、同10.6％増）となりました。 

  

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）及び為替相場の

変動によるガス仕入価格の不透明感が予想されます。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3.8％増の18,480百万円を見込んでおります。 

一方、利益につきましては、売上高の増加等に伴い、営業利益2,565百万円（当連結会計年度比16.3％増）、経常

利益2,537百万円（同16.2％増）、当期純利益1,444百万円（同11.1％増）となる見通しです。 

  

(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、18,662百万円となり前連結会計年度末に比べ2,155百万円の増加となりました。 

流動資産は、3,211百万円と前連結会計年度末と比べ69百万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81百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、15,451百万円と前連結会計年度末と比べ2,086百万円の増加となりました。これは、賃貸用建物及

び賃貸用土地等の有形固定資産が1,037百万円、投資有価証券等の投資その他の資産が1,124百万円各々増加した一

方、のれん等の無形固定資産が75百万円減少したことによるものです。 

負債合計は、9,557百万円となり前連結会計年度末と比べ994百万円増加しました。 

流動負債は、5,514百万円となり前連結会計年度末と比べ646百万円の減少となりました。これは主に、１年内返

済予定の長期借入金が174百万円、買掛金が99百万円各々増加した一方、短期借入金が555百万円、未払金が341百

万円各々減少したことによるものです。 

固定負債は、4,042百万円となり前連結会計年度末と比べ1,640百万円の増加となりました。これは主に、長期未

払金が365百万円減少した一方、長期借入金が1,904百万円増加したことによるものです。 

純資産は、9,105百万円となり前連結会計年度末に比べ1,161百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余

金が1,129百万円増加したことによるものです。 

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40百万円増

加し、715百万円となりました。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3,147百万円（前年同期比4.5％減）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益2,236百万円及び資金の収支を伴なわない減価償却費1,732百万円の計上

と法人税等の支払917百万円によるものです。 

（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3,718百万円（前年同期比146.5％増）となりました。 

 これは主に、ガス供給設備及び賃貸用土地・建物等の有形固定資産の取得による支出2,878百万円及び投資有

価証券の取得による支出1,111百万円によるものです。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は611百万円（前年同期は1,716百万円の減少）となりました。 

 これは主に、割賦資産長期未払金支払742百万円、配当金の支払170百万円、短期借入金の純減555百万円と長

期借入金の純増2,078百万円によるものです。 

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銭及びガス販売数量５万トン達成に伴う記念配

当５円00銭の合計15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及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について 

 当社グループの新たなお客様の開拓においては、当社グループ営業地域での新設住宅着工戸数動向のほかに、新

たなお客様の紹介を受けているハウスメーカー及び不動産管理会社等の受注動向や営業方針に影響を受ける可能性

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及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及

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22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率 （％）  36.6  42.3  48.1  48.8

時価ベースの自己資本比率 （％）  70.9  86.0  88.1  78.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （年）  2.5  2.4  1.4  1.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍）  19.5  19.5  31.7  40.9
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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

標としております。また、１株当たりの当期純利益及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、お客様数を中期計画の柱としております。 

当連結会計年度ではお客様数25万件を達成し、新たに平成27年３月期までにお客様数30万件を目標とした中期計画

を策定いたしました。 

お客様数30万件の達成と安全かつ安定したガスの供給を目指し、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応

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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 684 725

受取手形及び売掛金 1,774 1,855

商品 437 401

貯蔵品 73 68

繰延税金資産 65 66

その他 157 130

貸倒引当金 △50 △36

流動資産合計 3,142 3,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 584 566

減価償却累計額 △430 △411

建物及び構築物（純額） ※2  153 ※2  154

機械装置及び運搬具 21,001 22,055

減価償却累計額 △13,651 △14,667

機械装置及び運搬具（純額） 7,349 7,387

土地 ※2  332 ※2  332

賃貸用建物 2,802 3,225

減価償却累計額 △1,482 △1,547

賃貸用建物（純額） ※2  1,320 ※2  1,677

賃貸用土地 ※2  2,499 ※2  2,808

建設仮勘定 354 659

その他 205 207

減価償却累計額 △138 △114

その他（純額） 66 93

有形固定資産合計 12,077 13,115

無形固定資産   

営業権 2 1

のれん 423 351

その他 19 17

無形固定資産合計 445 369

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  373 ※1  1,533

繰延税金資産 227 192

その他 359 353

貸倒引当金 △118 △114

投資その他の資産合計 842 1,966

固定資産合計 13,364 15,451

資産合計 16,507 18,662
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,929 2,028

短期借入金 ※2  1,980 ※2  1,425

1年内返済予定の長期借入金 ※2  684 ※2  859

未払法人税等 488 491

賞与引当金 62 58

未払金 890 549

その他 125 102

流動負債合計 6,161 5,514

固定負債   

長期借入金 ※2  693 ※2  2,597

長期未払金 445 79

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 1,224

その他 3 4

固定負債合計 2,401 4,042

負債合計 8,562 9,557

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 8,242

自己株式 △168 △169

株主資本合計 7,938 9,067

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6 38

その他の包括利益累計額合計 6 38

純資産合計 7,944 9,105

負債純資産合計 16,507 18,662
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 16,585 17,801

売上原価 11,553 12,609

売上総利益 5,032 5,191

販売費及び一般管理費 ※1  2,950 ※1  2,985

営業利益 2,081 2,206

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 10 9

受取保険金 25 －

受取補償金 － 11

有価証券売却益 0 －

保険解約返戻金 20 －

雑収入 36 31

営業外収益合計 94 54

営業外費用   

支払利息 108 76

有価証券売却損 1 0

雑損失 2 0

営業外費用合計 112 76

経常利益 2,063 2,183

特別利益   

固定資産売却益 ※2  130 ※2  166

特別利益合計 130 166

特別損失   

固定資産売却損 ※3  0 ※3  3

固定資産除却損 ※4  36 ※4  10

たな卸資産処分損 － 99

その他 12 0

特別損失合計 49 113

税金等調整前当期純利益 2,144 2,236

法人税、住民税及び事業税 887 919

法人税等調整額 81 16

法人税等合計 969 936

少数株主損益調整前当期純利益 1,175 1,299

当期純利益 1,175 1,299
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,175 1,299

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5 31

その他の包括利益合計 ※  5 ※  31

包括利益 1,180 1,331

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,180 1,331

少数株主に係る包括利益 － －

 
㈱クレックス（7568） 平成２５年３月期 決算短信

- 9 -



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 6,157 7,112

当期変動額   

剰余金の配当 △219 △170

当期純利益 1,175 1,299

当期変動額合計 955 1,129

当期末残高 7,112 8,242

自己株式   

当期首残高 △168 △168

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △168 △169

株主資本合計   

当期首残高 6,983 7,938

当期変動額   

剰余金の配当 △219 △170

当期純利益 1,175 1,299

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 954 1,129

当期末残高 7,938 9,067

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 0 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 31

当期変動額合計 5 31

当期末残高 6 38

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 0 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 31

当期変動額合計 5 31

当期末残高 6 38
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 6,983 7,944

当期変動額   

剰余金の配当 △219 △170

当期純利益 1,175 1,299

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 31

当期変動額合計 960 1,161

当期末残高 7,944 9,105
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 2,144 2,236

減価償却費 1,726 1,732

営業権償却 1 1

のれん償却額 72 72

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 △18

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7 △8

受取利息及び受取配当金 △12 △11

支払利息 108 76

たな卸資産処分損 － 99

有形固定資産売却損益（△は益） △129 △162

有形固定資産除却損 36 10

投資有価証券売却損益（△は益） 1 0

売上債権の増減額（△は増加） △160 △81

たな卸資産の増減額（△は増加） △30 △58

仕入債務の増減額（△は減少） 238 93

その他の流動資産の増減額（△は増加） △35 27

投資その他の資産の増減額（△は増加） 81 3

その他の流動負債の増減額（△は減少） 54 12

その他の固定負債の増減額（△は減少） 123 110

小計 4,183 4,130

利息及び配当金の受取額 12 11

利息の支払額 △103 △77

法人税等の支払額 △795 △917

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,296 3,147

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,735 △2,878

有形固定資産の売却による収入 197 271

無形固定資産の取得による支出 △2 －

投資有価証券の取得による支出 △1 △1,111

投資有価証券の売却による収入 31 0

出資金の回収による収入 － 0

貸付金の回収による収入 2 2

その他 － △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,508 △3,718
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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） △195 △555

長期借入金の借入れによる収入 807 2,960

長期借入金の返済による支出 △1,020 △881

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △220 △170

割賦資産長期未払金支払額 △1,087 △742

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,716 611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 71 40

現金及び現金同等物の期首残高 603 674

現金及び現金同等物の期末残高 ※  674 ※  715
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該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  ６社 

連結子会社の名称 

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）及び利益剰余金（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及び評価方法 

① 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。 

② 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 

① 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。 

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。 

② 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。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

 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 

10 20

 
㈱クレックス（7568） 平成２５年３月期 決算短信

- 14 -



(3）重要な引当金の計上基準 

① 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。 

② 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。 

③ 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）のれんの償却方法及び償却期間 

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。 

  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、当連結会計年度の減価償却費が35百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益はそれぞれ35百万円増加しております。 

  

 ※１ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

 ※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

   担保付債務 

  

（会計方針の変更）

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25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24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

建物 百万円 9 百万円 8

土地  46  32

賃貸用建物  157  121

賃貸用土地  441  324

計  655  486

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度

（平成25年３月31日） 

短期借入金 百万円 710 百万円 440

１年内返済予定の長期借入金  352  92

長期借入金  428  392

計  1,491  925
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 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

  

 ※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

  

 ※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

  

 ※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

  

 ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

給与・賞与 百万円 1,044 百万円 1,062

賞与引当金繰入額  62  58

退職給付費用  21  12

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

機械装置及び運搬具 百万円 125 百万円 160

賃貸用建物  －  2

賃貸用土地  －  3

その他   5  －

計  130  166

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

建物及び構築物 百万円 － 百万円 0

機械装置及び運搬具  0  0

土地  －  2

計  0  3

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）  

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日）  

機械装置及び運搬具 百万円 35 百万円 7

その他  0  3

計  36  10

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 百万円 6 百万円 49

組替調整額  1  0

税効果調整前  8  49

税効果額  △2  △17

その他有価証券評価差額金  5  31

その他の包括利益合計  5  31
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 前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）当連結会計年度における自己株式の増加は、会社法第155条第７号に規定する単元未満株式の買取請求に基

づく取得によるものです。 

  

 ２．新株予約権及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 

  

 当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）当連結会計年度における自己株式の増加は、会社法第155条第７号に規定する単元未満株式の買取請求に基

づく取得によるものです。 

  

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

（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       0      －      223

合   計      222       0      －      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

  
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      223       0      －      223

合   計      223       0      －      223

 
㈱クレックス（7568） 平成２５年３月期 決算短信

- 17 -



 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 

  

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

１日 至 平成25年３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。 

     

  
（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24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式     170    12.00 平成24年３月31日 平成24年６月29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25年６月27日 

定時株主総会 
普通株式     212 利益剰余金    15.00 平成25年３月31日 平成25年６月28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23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 684 百万円 725 百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △10  △10  

現金及び現金同等物 674  715  

（セグメント情報）
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（注）１．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。 

２．１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株当たり当期純利益金額 

  

（２）１株当たり純資産額 

 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23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 559.75 円 641.56

１株当たり当期純利益金額 円 82.80 円 91.57

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

当期純利益（百万円）         1,175         1,299

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）         1,175         1,299

期中平均株式数（千株）         14,192         14,192

  
前連結会計年度末 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）         7,944         9,105

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）         7,944         9,105

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） 
        14,192         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24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 318 345

売掛金 1,131 1,191

商品 73 69

貯蔵品 20 26

前払費用 34 44

繰延税金資産 27 32

関係会社短期貸付金 1,833 2,154

未収入金 20 31

その他 17 1

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 3,472 3,893

固定資産   

有形固定資産   

建物 14 27

減価償却累計額 △10 △18

建物（純額） 3 9

構築物 170 180

減価償却累計額 △144 △150

構築物（純額） 25 30

機械及び装置 7,918 8,407

減価償却累計額 △5,064 △5,574

機械及び装置（純額） 2,854 2,833

車両運搬具 83 85

減価償却累計額 △67 △73

車両運搬具（純額） 16 12

器具及び備品 47 57

減価償却累計額 △38 △33

器具及び備品（純額） 9 24

土地 120 120

賃貸用建物 752 1,143

減価償却累計額 △427 △428

賃貸用建物（純額） 324 715

賃貸用土地 688 980

建設仮勘定 106 318

有形固定資産合計 4,149 5,044

無形固定資産   

ソフトウエア 1 0

その他 10 8

無形固定資産合計 12 9
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 365 1,276

関係会社株式 1,097 1,097

出資金 1 1

関係会社長期貸付金 1,890 1,518

繰延税金資産 275 250

敷金及び保証金 137 139

会員権 118 112

その他 2 4

貸倒引当金 △88 △83

投資損失引当金 △470 △470

投資その他の資産合計 3,330 3,847

固定資産合計 7,491 8,901

資産合計 10,964 12,794

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,346 1,329

短期借入金 230 100

1年内返済予定の長期借入金 501 579

未払金 297 203

未払法人税等 291 329

未払費用 13 12

預り金 22 24

賞与引当金 19 19

その他 18 6

流動負債合計 2,741 2,604

固定負債   

長期借入金 370 1,655

預り敷金及び保証金 773 837

長期未払金 162 21

役員退職慰労引当金 139 131

長期預り金 3 3

固定負債合計 1,449 2,649

負債合計 4,190 5,253
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25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 410 440

ガス供給設備準備金 420 450

別途積立金 1,070 1,100

繰越利益剰余金 3,958 4,604

利益剰余金合計 5,942 6,677

自己株式 △168 △169

株主資本合計 6,767 7,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 38

評価・換算差額等合計 6 38

純資産合計 6,773 7,541

負債純資産合計 10,964 12,794
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

ガス事業売上高 10,562 11,680

不動産事業収入 60 78

売上高合計 10,622 11,759

売上原価   

ガス事業売上原価 7,705 8,734

不動産事業売上原価 35 42

売上原価合計 7,741 8,776

売上総利益 2,880 2,983

販売費及び一般管理費 1,477 1,541

営業利益 1,403 1,441

営業外収益   

受取利息 42 39

受取配当金 10 9

受取経営指導料 34 34

有価証券売却益 0 －

保険解約返戻金 20 －

雑収入 24 21

営業外収益合計 131 104

営業外費用   

支払利息 39 27

有価証券売却損 1 －

雑損失 0 0

営業外費用合計 41 28

経常利益 1,493 1,517

特別利益   

固定資産売却益 8 20

特別利益合計 8 20

特別損失   

固定資産売却損 0 3

固定資産除却損 6 4

投資損失引当金繰入額 102 －

その他 12 0

特別損失合計 121 7

税引前当期純利益 1,379 1,530

法人税、住民税及び事業税 612 622

法人税等調整額 81 2

法人税等合計 693 624

当期純利益 685 905
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 380 410

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 410 440

ガス供給設備準備金   

当期首残高 390 420

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 420 450

別途積立金   

当期首残高 1,040 1,070

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 1,070 1,100

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,583 3,958

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 △219 △170

当期純利益 685 905

当期変動額合計 375 645

当期末残高 3,958 4,604
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 5,476 5,942

当期変動額   

ガス発生設備準備金の積立 － －

ガス供給設備準備金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △219 △170

当期純利益 685 905

当期変動額合計 465 735

当期末残高 5,942 6,677

自己株式   

当期首残高 △168 △168

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △168 △169

株主資本合計   

当期首残高 6,302 6,767

当期変動額   

剰余金の配当 △219 △170

当期純利益 685 905

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 465 735

当期末残高 6,767 7,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 0 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 31

当期変動額合計 5 31

当期末残高 6 38

評価・換算差額等合計   

当期首残高 0 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 31

当期変動額合計 5 31

当期末残高 6 38

純資産合計   

当期首残高 6,302 6,773

当期変動額   

剰余金の配当 △219 △170

当期純利益 685 905

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 31

当期変動額合計 471 767

当期末残高 6,773 7,541
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 該当事項はありません。 

  

  

（１）役員の異動（平成25年６月27日予定） 

① 代表者の異動 

  

  

② その他の役員の異動 

  

  

（２）その他 

 該当事項はありません。 

以 上 

（４）個別財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

６．その他

氏   名 新  役  職 現  役  職 

有倉 康仁 取締役副会長 代表取締役副会長 

氏   名 新  役  職 現  役  職 

平山 大志 常務取締役 取締役経営企画室長 

安東 英雄 取締役東北地区担当 常務取締役 

久内 幸二郎 取締役副会長（新任） 執行役員副会長 

戸村 圭秀 取締役関東営業部長（新任） 執行役員関東営業部長 

若山 博史 取締役管理部長（新任） 執行役員管理部長 

武田  武 執行役員新規事業開発部長 取締役新規事業開発部長（退任） 

杉山 忠昭 執行役員甲信営業部長 取締役甲信営業部長（退任） 
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