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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 12,416 5.1 1,615 11.8 1,623 13.3 1,007 16.0
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

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,011百万円 （18.4％） 25年3月期第3四半期 854百万円 （22.7％）

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

26年3月期第3四半期 70.98 ―

25年3月期第3四半期 61.18 ―

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

26年3月期第3四半期 18,260 9,901 54.2 697.75
25年3月期 18,662 9,105 48.8 641.56

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 9,901百万円 25年3月期 9,105百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年3月期 ― 0.00 ―

26年3月期（予想） 0.00 0.00

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、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 18,480 3.8 2,565 16.3 2,537 16.2 1,444 11.1 101.74



(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 
（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．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に 
関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

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

②①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） 26年3月期3Q 14,416,000 株 25年3月期 14,416,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期3Q 225,009 株 25年3月期 223,390 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 14,192,376 株 25年3月期3Q 14,192,689 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策の効果により個人消費の持ち直しや企

業収益に改善が見られるなど、緩やかな景気回復の兆しを見せてまいりました。しかしながら、円安の影響による

原材料価格の上昇等、引き続き先行き不透明な状況で推移しております。 

当社グループの属するＬＰガス業界におきましては、ガス仕入価格が高水準に推移していることに加え、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、前年同四半期会計期間末に比べ2.7％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、お客様数の増加によるガス販売量の増加等により、12,416百

万円（前年同四半期比600百万円増、同5.1％増）となりました。 

一方、利益につきましては、売上高の増加等により、売上総利益は3,968百万円（前年同四半期比304百万円増、

同8.3％増）、営業利益は1,615百万円（前年同四半期比170百万円増、同11.8％増）、経常利益は1,623百万円（前

年同四半期比190百万円増、同13.3％増）、四半期純利益は1,007百万円（前年同四半期比139百万円増、同16.0％

増）となりました。    

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、18,260百万円となり前連結会計年度末に比べ401百万円の減少となり

ました。 

流動資産は、2,715百万円となり前連結会計年度末と比べ495百万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252百万円、現金及び預金が202百万円各々減少したことによるものです。 

固定資産は、15,545百万円となり前連結会計年度末と比べ93百万円の増加となりました。これは主に、建設仮勘

定が358百万円減少した一方、機械装置及び運搬具が113百万円、賃貸用建物が169百万円、賃貸用土地が135百万円

各々増加したことによるものです。 

負債合計は、8,358百万円となり前連結会計年度末と比べ1,198百万円の減少となりました。 

流動負債は、4,927百万円となり前連結会計年度末と比べ586百万円の減少となりました。これは主に、短期借入

金が252百万円増加した一方、買掛金が351百万円、未払金が274百万円各々減少したことによるものです。 

固定負債は、3,430百万円となり前連結会計年度末と比べ611百万円の減少となりました。これは主に、長期借入

金が600百万円減少したことによるものです。 

純資産は、9,901百万円となり前連結会計年度末に比べ796百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金

が794百万円増加したことによるものです。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間の業績は順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25年５月10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 

 該当事項はありません。   

   

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 725 522

受取手形及び売掛金 1,855 1,603

商品 401 376

貯蔵品 68 64

繰延税金資産 66 45

その他 130 135

貸倒引当金 △36 △32

流動資産合計 3,211 2,715

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 566 631

減価償却累計額 △411 △445

建物及び構築物（純額） 154 186

機械装置及び運搬具 22,055 22,974

減価償却累計額 △14,667 △15,472

機械装置及び運搬具（純額） 7,387 7,501

土地 332 350

賃貸用建物 3,225 3,480

減価償却累計額 △1,547 △1,632

賃貸用建物（純額） 1,677 1,847

賃貸用土地 2,808 2,943

建設仮勘定 659 300

その他 207 239

減価償却累計額 △114 △149

その他（純額） 93 89

有形固定資産合計 13,115 13,220

無形固定資産   

営業権 1 0

のれん 351 297

その他 17 19

無形固定資産合計 369 317

投資その他の資産   

投資有価証券 1,533 1,574

繰延税金資産 192 183

その他 353 362

貸倒引当金 △114 △113

投資その他の資産合計 1,966 2,006

固定資産合計 15,451 15,545

資産合計 18,662 18,260
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,028 1,677

短期借入金 1,425 1,677

1年内返済予定の長期借入金 859 829

未払法人税等 491 332

賞与引当金 58 29

未払金 549 274

その他 102 108

流動負債合計 5,514 4,927

固定負債   

長期借入金 2,597 1,997

長期未払金 79 10

繰延税金負債 5 5

役員退職慰労引当金 131 131

預り敷金及び保証金 1,224 1,281

その他 4 4

固定負債合計 4,042 3,430

負債合計 9,557 8,358

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 8,242 9,036

自己株式 △169 △170

株主資本合計 9,067 9,859

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 38 41

その他の包括利益累計額合計 38 41

純資産合計 9,105 9,901

負債純資産合計 18,662 18,260
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 11,815 12,416

売上原価 8,151 8,447

売上総利益 3,663 3,968

販売費及び一般管理費 2,218 2,353

営業利益 1,444 1,615

営業外収益   

受取利息 1 5

受取配当金 9 20

受取補償金 11 8

雑収入 24 16

営業外収益合計 46 51

営業外費用   

支払利息 57 43

雑損失 0 －

営業外費用合計 58 43

経常利益 1,432 1,623

特別利益   

固定資産売却益 124 186

特別利益合計 124 186

特別損失   

固定資産売却損 3 1

固定資産除却損 7 5

その他 0 －

特別損失合計 10 7

税金等調整前四半期純利益 1,545 1,802

法人税、住民税及び事業税 631 767

法人税等調整額 45 27

法人税等合計 677 794

少数株主損益調整前四半期純利益 868 1,007

四半期純利益 868 1,007
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 868 1,007

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14 3

その他の包括利益合計 △14 3

四半期包括利益 854 1,011

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 854 1,011
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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24年４月１日 至 平成24年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成25年４月１日 至 平成25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。   

   

当社は、平成26年１月23日開催の取締役会において、当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の

定款変更を行うこと、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項

についての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨等の定款変更を行うこと、及び当該普通株式の全部（当社が

保有する自己株式を除きます。）の取得と引き換えに別の種類の当社株式を交付することについて、平成26年２月10

日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議し、また、全部取得条

項を付す旨の定款変更を行うことについて、本臨時株主総会と同日に開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員

とする種類株主総会（以下、「本種類株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしました。 

当社普通株式は、当四半期決算短信提出日現在、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）に上場してお

りますが、本臨時株主総会において定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に係る議案が原案どおり承認可

決され、本種類株主総会において定款一部変更に係る議案が原案どおり承認可決された場合には、当社普通株式は、

東京証券取引所の上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通株式は、平成26年２月10日から平成26年３

月12日の間、整理銘柄に指定された後、平成26年３月13日をもって上場廃止となる予定です。   

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（重要な後発事象）
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