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1.  平成23年4月期第3四半期の連結業績（平成22年5月1日～平成23年1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 ％

23年4月期第3四半期 15,063 4.9 762 △20.6 703 △21.8 327 △41.9
22年4月期第3四半期 14,353 △10.6 960 10.7 899 8.2 564 28.9

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

23年4月期第3四半期 16.90 ―
22年4月期第3四半期 29.06 ―

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

23年4月期第3四半期 19,952 9,221 46.2 475.16
22年4月期 20,112 9,126 45.4 470.19

（参考） 自己資本   23年4月期第3四半期  9,221百万円 22年4月期  9,126百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年4月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年4月期 ― ― ―
23年4月期 

（予想）
10.00 10.00

3.  平成23年4月期の連結業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 21,300 4.2 1,250 △10.3 1,180 △11.7 600 △26.6 30.91



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に
あたっての注意事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 
 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期3Q 19,415,040株 22年4月期  19,415,040株
② 期末自己株式数 23年4月期3Q  6,961株 22年4月期  5,560株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期3Q 19,408,503株 22年4月期3Q 19,409,607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、アジアの新興国を中心とした海外景気の回復により、一部

では企業業績に回復や財務体質の改善の動きが見られました。しかしながら厳しい雇用情勢を背景に消費マインド

は依然として弱く、デフレ懸念も払拭できない状況が持続しております。また、中東諸国における政治的混迷が世

界経済の新たな下振れ要因として発生するなど、国内経済動向は引き続き不透明な状況が続いております． 

当社グループが属するＬＰガス業界においては、オール電化や代替エネルギーへの転換などの動きはあるもの

の、ＬＰガスは分散型エネルギーとしての特性や安全性、低環境負荷といった優位性により、エネルギーのベスト

ミックスにおける重要な一角を占めており、今後とも安定した需要が見込まれております。ＬＰガス事業の業績に

大きな影響を与えるＬＰガスの輸入価格であるＣＰ（コントラクトプライス）は上半期に平均657ドル／トン（前

年同期454ドル／トン）と前年を大きく上回り、さらに本年1月には過去 高となる935ドル／トンにまで高騰いた

しました。 

ボトルウォーター業界は、健康志向や飲料水に対する関心の高まりを背景に引き続き需要は拡大基調にあり、今

後とも大きな成長が見込まれています。 

このような状況の中、当社グループはＬＰガス事業については、引き続き顧客の獲得やハウスメーカーとの提携

強化とともに湾岸直送方式、配送車両の大型化、アルミ製軽量容器の増加の推進による効率的な物流システムを生

かし、大手外食産業などの業務用需要の開拓に注力し、業容の拡大に努めました。その結果、売上高は販売数量の

増加（前年同期比2,200トン増）及びＣＰの上昇による販売単価の上昇により、12,140百万円（前年同四半期比

4.5％増）となり、セグメント利益についてはＬＰガス仕入単価の上昇に伴う仕入原価の増加により1,559百万円

（前年同四半期の営業利益比13.4％減）となりました。 

ウォーター事業については、夏場の需要期に向け、原水への拘り、高品質、他社に比べ安い価格、首都圏の17ス

トックヤード整備によるサービス体制の充実などを様々な広告媒体を利用して積極的にアピールし顧客基盤の拡大

に努めました。その結果、一般家庭、業務用顧客のほか卸売り・ＯＥＭ販売先が増加し、販売数量はウォーター事

業全体で前年同期比約15％の増加となりました。売上高については、増加部分に占める卸・ＯＥＭ販売の割合が高

かったため2,922百万円と前年同四半期比7.0％の増収にとどまりましたが、利益面ではアルピナの製造本数の増加

による子会社アルプスウォーター（株）の製造原価低減効果並びに円高による子会社（株）ＨＷコーポレーション

の輸入原価低減効果により、セグメント利益は483百万円（前年同四半期の営業利益比52.8％増）となりました。 

    

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループ全体の売上高は15,063百万円（前年同四半期比4.9％

増）となり、利益面では間接費用等調整後の営業利益は762百万円（前年同四半期比20.6％減）、経常利益は703百

万円（前年同四半期比21.8％減）となり、四半期純利益は投資有価証券評価損及び資産除去債務の計上により327

百万円（前年同四半期比41.9％減）となりました。 

（特記事項） 

当社グループが保有する土地、倉庫スペース、水、燃料、人材など様々な資源の有効活用を目的に、新規事業と

して立ち上げた植物工場プロジェクトについては、鳥浜ストックヤードのスペースを活用し「ベビーリーフ」など

葉物野菜の試験生産を行っておりましたが、平成22年12月より出荷を開始いたしました。今後更に品種の増加及び

生産拠点の拡張により量産体制の整備に努めてまいります。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態   

当第３四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて159百万円減少し、19,952百万円と

なりました。流動資産は、１年以内長期貸付金339百万円の増加等により475百万円増加し、固定資産は、長期貸付

金384百万円の減少及び営業権310百万円の減少等により626百万円減少しました。負債は、長期借入金が238百万円

減少したこと等により254百万円の減少となりました。また、純資産は前連結会計年度末比95百万円増加し、9,221

百万円となり自己資本比率は46.2％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間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21百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末は2,060百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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、前年同四半期比256百万円増加し、1,528百万円となりました。 

これは、法人税等の支払額402百万円があったものの、税金等調整前当期純利益675百万円、減価償却費633百万

円、営業権償却598百万円があったこと等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期比515百万円減少し、808百万円となりました。 

これは、無形固定資産の取得による支出479百万円、有形固定資産の取得による支出340百万円があったこと等

によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期比205百万円増加し、678百万円となりました。 

これは、長期借入れによる収入600百万円があったものの、長期借入金の返済による支出744百万円、社債の償

還による支出200百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出179百万円及び配当金の支払194百万円があ

ったこと等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年４月期の通期の業績予想につきましては、平成22年９月13日に公表いたしました業績予想から変更は

ありません。気候変動やＣＰ、円／ドル為替動向及び東北地方太平洋沖地震の影響などの不確定な要素があり、

今後業績予想に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

 （２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実

地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行っております。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更  

 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。  

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ2,866千円減少し、税金等調整

前四半期純利益が22,455千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は67,723千円であります。  

②表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）

の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示してお

ります。 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）

の適用により、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示してお

ります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

   

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,060,277 2,039,082

受取手形及び売掛金 2,941,686 2,901,839

商品及び製品 1,026,296 917,834

仕掛品 4,332 6,754

貯蔵品 54,475 72,548

その他 616,138 291,529

貸倒引当金 △22,073 △23,551

流動資産合計 6,681,132 6,206,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,283,632 2,316,604

機械装置及び運搬具（純額） 1,467,234 1,548,952

土地 5,129,751 5,129,751

その他（純額） 1,495,804 1,302,586

有形固定資産合計 10,376,422 10,297,895

無形固定資産   

営業権 1,005,505 1,316,408

その他 119,698 109,467

無形固定資産合計 1,125,204 1,425,876

投資その他の資産   

その他 1,845,859 2,245,303

貸倒引当金 △104,311 △99,748

投資その他の資産合計 1,741,548 2,145,554

固定資産合計 13,243,175 13,869,326

繰延資産 28,678 36,764

資産合計 19,952,986 20,112,126

株式会社トーエル（3361）平成23年４月期第３四半期決算短信

4 / 12



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,106,580 1,931,092

短期借入金 430,000 390,000

1年内返済予定の長期借入金 955,824 861,551

未払法人税等 98,553 189,781

賞与引当金 67,395 131,967

役員賞与引当金 22,500 30,000

その他 1,973,068 1,983,976

流動負債合計 5,653,920 5,518,368

固定負債   

社債 1,480,000 1,680,000

長期借入金 1,451,016 1,689,886

長期未払金 245,043 438,032

退職給付引当金 231,266 210,359

役員退職慰労引当金 484,493 452,065

その他 1,185,303 997,192

固定負債合計 5,077,122 5,467,536

負債合計 10,731,043 10,985,904

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 7,338,965 7,205,150

自己株式 △2,412 △2,079

株主資本合計 9,164,501 9,031,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57,441 95,201

評価・換算差額等合計 57,441 95,201

純資産合計 9,221,943 9,126,222

負債純資産合計 19,952,986 20,112,126
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（２）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21年５月１日 

 至 平成22年１月31日) 

当第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) 

売上高 14,353,767 15,063,257

売上原価 8,256,263 8,953,501

売上総利益 6,097,503 6,109,756

販売費及び一般管理費 5,136,580 5,346,898

営業利益 960,923 762,857

営業外収益   

受取利息 20,933 21,046

受取配当金 6,220 6,762

スクラップ売却収入 － 29,447

保険解約益 29,721 －

その他 56,346 49,204

営業外収益合計 113,222 106,461

営業外費用   

支払利息 92,222 89,049

支払手数料 37,000 －

その他 45,706 76,896

営業外費用合計 174,928 165,945

経常利益 899,217 703,373

特別利益   

固定資産売却益 763 746

投資有価証券売却益 39,129 －

国庫補助金 27,100 －

特別利益合計 66,992 746

特別損失   

ゴルフ会員権売却損 － 0

固定資産除却損 21 4

投資有価証券評価損 － 8,860

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 21 28,454

税金等調整前四半期純利益 966,187 675,665

法人税、住民税及び事業税 256,418 294,588

法人税等調整額 145,638 53,167

法人税等合計 402,057 347,755

少数株主損益調整前四半期純利益 － 327,909

四半期純利益 564,130 327,909
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年１月31日) 

売上高 5,553,249 5,685,103

売上原価 3,333,617 3,620,772

売上総利益 2,219,631 2,064,330

販売費及び一般管理費 1,718,010 1,741,093

営業利益 501,621 323,237

営業外収益   

受取利息 7,465 7,893

受取配当金 3,323 3,126

スクラップ売却収入 － 14,429

保険解約益 28,672 －

その他 15,804 20,358

営業外収益合計 55,266 45,807

営業外費用   

支払利息 30,778 29,862

為替差損 3,922 －

その他 11,928 19,506

営業外費用合計 46,629 49,369

経常利益 510,258 319,675

特別利益   

固定資産売却益 － 429

特別利益合計 － 429

特別損失   

ゴルフ会員権売却損 － 0

固定資産除却損 21 4

特別損失合計 21 5

税金等調整前四半期純利益 510,237 320,099

法人税、住民税及び事業税 178,962 105,737

法人税等調整額 46,695 44,148

法人税等合計 225,657 149,885

少数株主損益調整前四半期純利益 － 170,214

四半期純利益 284,579 170,214

株式会社トーエル（3361）平成23年４月期第３四半期決算短信

7 / 12



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年１月31日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 966,187 675,665

減価償却費 579,266 633,519

営業権償却 625,449 598,272

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,756 3,084

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,125 △64,572

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,586 20,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △142,659 32,428

受取利息及び受取配当金 △27,153 △27,809

支払利息 92,222 89,049

固定資産除却損 21 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,588

売上債権の増減額（△は増加） △240,464 △47,322

たな卸資産の増減額（△は増加） 86,439 △87,965

仕入債務の増減額（△は減少） 378,438 183,737

割賦未払金の増減額（△は減少） △39,871 △12,774

未払金の増減額（△は減少） △58,021 △85,552

預り金の増減額（△は減少） 27,959 17,894

その他 △78,854 56,840

小計 2,107,005 2,004,994

利息及び配当金の受取額 11,857 12,442

利息の支払額 △97,164 △86,393

法人税等の還付額 2,652 －

法人税等の支払額 △752,093 △402,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,272,256 1,528,739

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 △858,717 △340,634

有形固定資産の売却による収入 2,271 4,364

無形固定資産の取得による支出 △526,332 △479,905

投資有価証券の取得による支出 △50,426 △49,316

関係会社株式の取得による支出 △50,490 －

投資有価証券の売却による収入 57,866 －

貸付けによる支出 △131,060 △10,680

貸付金の回収による収入 60,348 51,234

保険積立金の積立による支出 △16,171 △21,368

保険積立金の解約による収入 76,817 9,454

その他 112,106 28,126

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,323,787 △808,725
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年１月31日) 

当第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) 

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） 544,000 40,000

長期借入れによる収入 300,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △802,239 △744,597

社債の償還による支出 △200,000 △200,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △120,424 △179,130

自己株式の取得による支出 △89 △333

配当金の支払額 △193,818 △194,436

財務活動によるキャッシュ・フロー △472,571 △678,497

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,811 △20,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △522,291 21,195

現金及び現金同等物の期首残高 2,521,736 2,039,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,999,445 2,060,277
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該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年11月１日 至平成22年１月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年５月１日 至平成22年１月31日） 

  （注）１. 事業の区分の方法 

              事業の区分は、親会社の商品部門を基礎として、商品の種類の共通性により区分しております。 

２. 各事業の主要な商品 

  （1）ＬＰガス事業・・・・家庭用・業務用ＬＰガス、ＬＰガス設備、ガス機器、住設機器 

  （2）ウォーター事業・・・清涼飲料水（ハワイウォーター、アルピナ）、サーバー 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年11月１日 至平成22年１月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年５月１日 至平成22年１月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年11月１日 至平成22年１月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年５月１日 至平成22年１月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は、ＬＰＧ部門とウォーター部門を置き、各部門は、商品・サービスについて営業戦略を立案し、

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
ＬＰガス事業 
（千円） 

ウォーター事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益                              

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  4,690,791  862,457  5,553,249  －  5,553,249

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,530  －  5,530 (5,530)  －

計  4,696,322  862,457  5,558,779 (5,530)  5,553,249

    営業利益  829,697  75,573  905,270 (403,649)  501,621

  
ＬＰガス事業 
（千円） 

ウォーター事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  11,623,029  2,730,737  14,353,767  －  14,353,767

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 10,690  －  10,690 (10,690)  －

計  11,633,720  2,730,737  14,364,458 (10,690)  14,353,767

営業利益  1,800,656  316,625  2,117,282 (1,156,358)  960,923
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事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、「ＬＰガス事業」と「ウォーター事業」の２つを報告セグメントとして

おります。 

「ＬＰガス事業」ではＬＰガス及び関連器具の小売、卸売並びにこれに付随する配管等工事、保安管

理及び顧客サービス業務を行っているほか、生活にかかわるサービスを提供するホームサービス業務を

行っております。「ウォーター事業」ではハワイウォーターの仕入販売（宅配）及び国産ピュアウォー

ター「アルピナ」の製造販売を行っております。 

  

２．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  

当第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）   

（単位：千円）

（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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年11月１日 至平成23年１月31日）   

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△435,337千円には、セグメント間取引消去△8,247千円と全社費用△427,090千円 

     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。 

  

    （追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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  12,140,608  2,922,649  15,063,257 －  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  12,163,969  2,922,649  15,086,618 (23,361)  15,063,257

セグメント利益  1,559,203  483,647  2,042,851 (1,279,993)  762,857

  

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  4,757,311  927,792  5,685,103 －  5,685,103

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 8,247 －  8,247 (8,247) － 

計  4,765,558  927,792  5,693,350 (8,247)  5,685,103

セグメント利益  610,068  148,507  758,575 (435,337)  323,237

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

  当第３四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

当第３四半期連結累計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

    ２．金額は販売価格によっております。 

    ３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．総合管理とは、当社が販売店の小売顧客サービスについて当社の小売顧客と同様の管理を委託されてＬＰガ

ス供給を行う販売形態であり、営業権（販売店が小売顧客へガスを販売する権利）を持つ販売店にはロイヤ

リティの支払をする取引形態であります。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 
当第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） 

  
前年同四半期比（％） 

  

 ウォーター事業（千円）  372,494  5.1

合計（千円）  372,494  5.1

セグメントの名称 
当第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） 
前年同四半期比（％） 

 ＬＰガス事業（千円）  7,930,916  14.1

 ウォーター事業（千円）  676,696  △11.2

合計（千円）  8,607,613       11.6

セグメントの名称 
当第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） 
前年同四半期比（％） 

 ＬＰガス事業（千円）  12,140,608  4.5

 小売（千円）  7,861,389      1.6

 総合管理（千円）（注）４  446,151  1.6

 卸売（千円）  3,833,067      11.2

 ウォーター事業（千円）  2,922,649      7.0

 小売（千円）    2,524,367    7.3

 卸売（千円）    398,281      5.0

合計（千円）  15,063,257       4.9
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