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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第48期

第３四半期連結
累計期間

第49期
第３四半期連結
累計期間

第48期

会計期間

自平成22年
５月１日
至平成23年
１月31日

自平成23年
５月１日
至平成24年
１月31日

自平成22年
５月１日
至平成23年
４月30日

売上高（千円） 15,063,25716,628,22721,347,682

経常利益（千円） 703,3731,180,3751,165,139

四半期（当期）純利益（千円） 327,909 550,143 547,970

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
290,149 567,377 493,671

純資産額（千円） 9,221,9439,798,2749,425,465

総資産額（千円） 19,952,98620,544,39120,411,663

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
16.90 28.35 28.23

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 46.2 47.7 46.2

　

回次
第48期

第３四半期連結
会計期間

第49期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成22年
11月１日
至平成23年
１月31日

自平成23年
11月１日
至平成24年
１月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
8.77 14.58

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

　４．第48期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下に記載する事項のうち将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及

び連結子会社）が判断したものであります。

(1)業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災からの復旧に伴い生産活動や個人消費に持ち直

しの傾向が見られるものの、欧州での金融不安や円高基調の継続等の影響により、輸出や設備投資に弱含みが見

られました。

　しかし、当社はＬＰガスとウォーターという内需型消費材を扱い、社会のインフラストラクチャーに係る事業で

あることから、景況に大きく左右されることなく順調に業績を伸ばすことができました。

　特に昨年３月に発生しました大震災以降の放射能漏洩問題に端を発した飲料水への再認識や、水道水の一部よ

り放射性物質が検出されたことによる乳幼児における摂取制限の報道により、「安全」「安心」なボトルウォー

ターへの関心が急激に高まり、平成23年度の新規受注急増は落着きを取り戻しはしたものの、当第３四半期連結

累計期間ではボトルウォーターの販売数量は前年同四半期比49.3％増となり、業績に大きく寄与いたしました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高16,628百万円（前年同四半期比10.4％増）、営業利益

1,248百万円（前年同四半期比63.7％増）、経常利益1,180百万円（前年同四半期比67.8％増）、四半期純利益550

百万円（前年同四半期比67.8％増）となりました。

　　

セグメントの概況は次のとおりです。

①ＬＰガス部門

　震災の影響による電力供給不足情報は、エネルギー全体において消費者の節約志向と省エネ意識を高め、ＬＰガ

スの民生需要が減少し厳しい事業環境でありましたが、大口業務用の顧客開拓に注力しました。利益面について

は、販売管理費等の見直しと物流コストの合理化を実施いたしましたが、ＬＰガスの輸入価格が１トン当たり約

120ドル高騰したことにより原価が増加いたしました。

この結果、売上高12,049百万円（前年同四半期比0.8％減）となり、セグメント利益は1,484百万円（前年同四半

期比4.8％減）となりました。　　

②ウォーター部門

　震災発生による放射能漏洩飛散ニュースが消費者に与えた心理的不安は、ボトルウォーターの新規受注に繋が

りました。また、「安全」「安心」に加えていつでも温水と冷水が利用できる「利便性」も評価され供給顧客数

は前年同四半期比47.1％増となりました。利益面では、顧客数の増加に伴い配送コストの効率化を図りました。

　　　　　この結果、売上高は4,578百万円（前年同四半期比56.7％増）となり、セグメント利益は1,106百万円（前年同四半期

比128.8％増）となりました。

　　　

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成24年１月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成24年３月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,415,040 19,415,040
大阪証券取引所

　ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数1,000株

（注）

計 19,415,040 19,415,040 － －

　（注）完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

 平成23年11月１日

～平成24年１月31日
― 19,415,040― 555,282 ― 1,248,404

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年10月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式数】 平成24年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

8,000
－

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であります。

完全議決権株式（その他）
普通株式

19,388,000
19,388 同上

単元未満株式
普通株式

19,040
－ 同上

発行済株式総数 19,415,040 － －

総株主の議決権 － 19,388 －

 

 ②【自己株式数】 平成24年１月31日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

株式会社トーエル

神奈川県横浜市港北

区高田西一丁目５番

21号

8,000 － 8,000 0.04

計 － 8,000 － 8,000 0.04

　

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　（1）新任役員

　役名 氏名　 生年月日　 　略歴 任期　
所有株式数

（千株）　
就任年月日　

監査役 横倉 千代勝
昭和17年

１月11日生

昭和35年４月 富士精密株式会社入社

昭和38年３月 日産自動車株式会社入社

昭和56年11月 池田物産株式会社入社

平成元年12月 同社品質保証部部長

平成12年６月 （財）ＪＩＡ－ＱＡセ

　　　　　　　ンター委託審査員

　　　　　　 （財）ガス機器検査協

　　　　　　　会委託講師

平成23年８月　当社監査役（現任）

（注） －
平成23年

８月３日

　（注）1.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成27年４月期に係る

　　　　　定時株主総会の終結の時までであります。

　　　　2.会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。　

　

　（2）退任役員

　役名 氏名　 退任年月日　

監査役 西本 紀男 平成23年８月３日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年11月１日から平成

24年１月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年５月１日から平成24年１月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,232,456 1,777,326

受取手形及び売掛金 3,067,094 3,142,472

商品及び製品 1,014,541 1,091,366

仕掛品 4,249 4,863

貯蔵品 147,809 55,964

その他 759,553 313,229

貸倒引当金 △20,879 △23,209

流動資産合計 7,204,824 6,362,013

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,314,778 2,661,292

機械装置及び運搬具（純額） 1,468,476 1,365,018

土地 5,144,503 5,144,503

リース資産（純額） 1,368,268 1,873,437

その他（純額） 243,341 218,049

有形固定資産合計 10,539,368 11,262,301

無形固定資産

営業権 854,394 1,137,833

その他 118,354 99,163

無形固定資産合計 972,748 1,236,996

投資その他の資産

その他 1,772,932 1,790,053

貸倒引当金 △104,193 △124,870

投資その他の資産合計 1,668,739 1,665,183

固定資産合計 13,180,856 14,164,481

繰延資産 25,982 17,896

資産合計 20,411,663 20,544,391
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,052,266 1,907,254

短期借入金 250,000 340,000

1年内返済予定の長期借入金 991,104 977,743

未払法人税等 281,824 286,278

賞与引当金 133,825 70,050

役員賞与引当金 30,000 22,500

その他 2,206,600 2,047,224

流動負債合計 5,945,621 5,651,050

固定負債

社債 1,480,000 1,280,000

長期借入金 1,425,573 1,381,677

長期未払金 206,015 77,958

退職給付引当金 235,199 254,140

役員退職慰労引当金 480,856 492,104

その他 1,212,933 1,609,186

固定負債合計 5,040,577 5,095,066

負債合計 10,986,198 10,746,117

純資産の部

株主資本

資本金 555,282 555,282

資本剰余金 1,272,666 1,272,666

利益剰余金 7,559,026 7,915,088

自己株式 △2,412 △2,900

株主資本合計 9,384,562 9,740,137

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40,902 58,137

その他の包括利益累計額合計 40,902 58,137

純資産合計 9,425,465 9,798,274

負債純資産合計 20,411,663 20,544,391
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年５月１日
　至　平成23年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年５月１日
　至　平成24年１月31日)

売上高 15,063,257 16,628,227

売上原価 8,953,501 9,588,625

売上総利益 6,109,756 7,039,601

販売費及び一般管理費 5,346,898 5,790,688

営業利益 762,857 1,248,913

営業外収益

受取利息 21,046 8,619

受取配当金 6,762 7,380

賃貸収入 17,014 21,468

スクラップ売却収入 29,447 26,354

その他 32,189 31,574

営業外収益合計 106,461 95,397

営業外費用

支払利息 89,049 91,851

為替差損 24,113 18,365

その他 52,783 53,719

営業外費用合計 165,946 163,935

経常利益 703,372 1,180,375

特別利益

固定資産売却益 746 693

国庫補助金等収入 － 21,611

特別利益合計 746 22,304

特別損失

固定資産売却損 － 61

固定資産除却損 4 6,304

投資有価証券評価損 8,860 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 28,545

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 19,588 －

特別損失合計 28,453 34,911

税金等調整前四半期純利益 675,665 1,167,768

法人税、住民税及び事業税 294,588 521,785

法人税等調整額 53,167 95,840

法人税等合計 347,755 617,625

少数株主損益調整前四半期純利益 327,909 550,143

四半期純利益 327,909 550,143
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年５月１日
　至　平成23年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年５月１日
　至　平成24年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 327,909 550,143

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △37,759 17,234

その他の包括利益合計 △37,759 17,234

四半期包括利益 290,149 567,377

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 290,149 567,377

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年５月１日
至　平成24年１月31日）

（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）

　第１四半期連結会計期間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。

　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年４月30日）

当第３四半期連結会計期間
（平成24年１月31日）

　偶発債務 　偶発債務

(1)借入債務に係る債務保証 

従業員２名       34,559千円

合計 34,559

(2)割賦購入債務に係る担保買取予約

取引先　㈱高柳商店 24,372

合計 24,372

(1)借入債務に係る債務保証 

従業員２名       33,549千円

合計 33,549

(2)割賦購入債務に係る担保買取予約

取引先　㈱高柳商店 18,279

合計 18,279

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前３四半期連結累計期間に係る四半期連

結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（営業権償却を

除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び営業権償却は、次のとおりであります。  

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成23年１月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成23年５月１日
至　平成24年１月31日）

減価償却費 633,519千円

営業権償却 598,272　

減価償却費 743,165千円

営業権償却 360,114　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年５月１日　至平成23年１月31日）

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月28日

取締役会
普通株式 194,094 10 平成22年４月30日平成22年７月15日利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年５月１日　至平成24年１月31日）

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月27日

取締役会
普通株式 194,080 10 平成23年４月30日平成23年７月14日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年５月１日　至平成23年１月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：千円）　　　

 
報告セグメント 調整額

（注１）

四半期連結損益
計算書計上額　
（注２）ＬＰガス事業　 ウォーター事業　 計

売上高    　  

外部顧客への売上高 12,140,6082,922,64915,063,257 － 15,063,257
セグメント間の内部売上高
又は振替高

23,361 － 23,361 (23,361) －

計 12,163,9692,922,64915,086,618(23,361)15,063,257

セグメント利益 1,559,203 483,6472,042,851(1,279,993)762,857

（注）１．セグメント利益の調整額△1,279,993千円には、セグメント間取引消去△23,361千円と全社費用△1,256,632

　　　　千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。

　　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年５月１日　至平成24年１月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：千円）　

 
報告セグメント 調整額

（注１）

四半期連結損益
計算書計上額　
（注２）ＬＰガス事業　 ウォーター事業　 計

売上高    　  

外部顧客への売上高 12,049,2394,578,98816,628,227 － 16,628,227
セグメント間の内部売上高
又は振替高

33,524 － 33,524 (33,524) －

計 12,082,7634,578,98816,661,752(33,524)16,628,227

セグメント利益 1,484,4081,106,7832,591,191(1,342,278)1,248,913

（注）１．セグメント利益の調整額△1,342,278千円には、セグメント間取引消去△33,524千円と全社費用△1,308,753

　　　　千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。

　　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成23年１月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年５月１日
至　平成24年１月31日）

１株当たり四半期純利益金額 16円90銭 28円35銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 327,909 550,143

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 327,909 550,143

普通株式の期中平均株式数（株） 19,408,503 19,407,301

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。  
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年３月９日

株式会社トーエル

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 水上　亮比呂　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三富　康史　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーエル

の平成23年５月１日から平成24年４月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年11月１日から平成

24年１月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年５月１日から平成24年１月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーエル及び連結子会社の平成24年１月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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