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会 社 概 要
・商 号： 大丸エナウィン株式会社 （英文名：DAIMARU  ENAWIN Co.,Ltd.）
・設 立： 1951年（昭和26年）2月16日

・資本金： 8億7,050万円

・発行済株式数： 8,046,500株

・本 社： 大阪市住之江区緑木1-4-39

・連結従業員数： 375名 (他に臨時雇用43名) ※平成27年9月30日現在

・沿革：

1951年（昭和26年） 溶接材料、高圧ガス販売の大丸工業株式会社として設立

1954年（昭和29年） プロパンガス、ガス器具販売開始

1989年（平成元年） 医療用ガスの製造販売開始

2002年（平成14年） 社名を大丸エナウィン株式会社

に変更

2004年（平成16年） ミネラルウォーターの販売開始

• 取引銀行： 三井住友銀行、りそな銀行、

近畿大阪銀行、三井住友信託銀行

• 上場市場： 東証第2部
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　ぽっぽガス ＬＰガス（プロパンガス家庭用・業務用・工業用）の販売

　エネルギー ＬＰガス（プロパンガス卸売、ブタンガス）の販売

　住宅設備 ガス器具、システムキッチン、空調機器、家電製品、

ソーラーシステム等の販売、リフォーム

　アクア ミネラルウォーターの宅配サービス

　在宅・医療ガス 在宅医療機器のレンタル・保守サービス、在宅医療用酸素

医療ガス、医療機器の販売

　産業ガス・機材 産業ガス、溶接機、溶接材料、産業機器の販売

リビング事業

アクア事業

医療・産業ガス事業

事 業 内 容
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事業内容

				事業内容 ジギョウナイヨウ

				リビング事業 ジギョウ

						　ぽっぽガス		ＬＰガス（プロパンガス家庭用・業務用・工業用）の販売 カテイヨウギョウムヨウコウギョウヨウハンバイ

						　エネルギー		ＬＰガス（プロパンガス卸売、ブタンガス）の販売 オロシウリハンバイ

						　住宅設備 ジュウタクセツビ		ガス器具、システムキッチン、空調機器、家電製品、 キグクウチョウキキカデンセイヒン

								ソーラーシステム等の販売、リフォーム トウハンバイ

				アクア事業 ジギョウ

						　アクア		ミネラルウォーターの宅配サービス タクハイ

				医療・産業ガス事業 イリョウサンギョウジギョウ

						　在宅・医療ガス ザイタクイリョウ		在宅医療機器のレンタル・保守サービス、在宅医療用酸素 ザイタクイリョウキキホシュザイタクイリョウヨウサンソ

								医療ガス、医療機器の販売 イリョウイリョウキキハンバイ

						　産業ガス・機材 サンギョウキザイ		産業ガス、溶接機、溶接材料、産業機器の販売 サンギョウ





売上、経常利益推移

		

				経常利益の推移 ケイジョウリエキスイイ

						Ｈ19/3		Ｈ20/3		Ｈ21/3		Ｈ22/3		Ｈ23/3		Ｈ24/3計画 ケイカク

				経常利益 ケイジョウリエキ		538		359		611		817		867		900

				売上高の推移 ウリアゲダカスイイ

						Ｈ19/3		Ｈ20/3		Ｈ21/3		Ｈ22/3		Ｈ23/3		Ｈ24/3計画 ケイカク

				売上高 ウリアゲダカ		17,214		18,126		17,495		14,320		15,334		16,000





売上、経常利益推移

		



経常利益

（百万円）



アクア

		

						H18/3		H19/3		H20/3		H21/3		H22/3		H23/3		H23/9

				件数 ケンスウ		4,400		7,700		11,000		13,500		16,500		17,000		20,000

				本数 ホンスウ		100,000		200,000		320,000		400,000		460,000		510,000

				売上 ウリアゲ		136		259		427		542		671		749

				総利益 ソウリエキ		86		174		267		396		528		593

				売上 ウリアゲ

								H.19/3		H.20/3		H.21/3		H.22/3		H.23/3

				通期 ツウキ				259		427		542		671		832

				第３四半期 ダイシハンキ								411		511		571

				総利益 ソウリエキ

								H.19/3		H.20/3		H.21/3		H.22/3		H.23/3計画 ケイカク

				通期 ツウキ				174		267		396		528		571

				第３四半期 ダイシハンキ								298		402		449

				売上 ウリアゲ

								H.21/3		H.22/3		H.23/3

				第３四半期 ダイシハンキ				411		511		571

				通期 ツウキ				542		671		832

				総利益 ソウリエキ

								H.21/3		H.22/3		H.23/3

				第３四半期 ダイシハンキ				298		402		449

				通期 ツウキ				396		528		571



[収益基盤の再構築]

[次世代に繋がる新たな挑戦]

売上高

（百万円）



アクア

		



売上

アクアの売上高推移



グラフ

		



件数

アクア件数



		



本数

アクア本数



		



第３四半期

通期



		



第３四半期

通期



		



(計画)

(計画)



		Ｈ19/3

		Ｈ20/3

		Ｈ21/3

		Ｈ22/3

		Ｈ23/3

		Ｈ24/3計画



売上高

（百万円）

17214

18126

17495

14320

15334

16000



		Ｈ19/3

		Ｈ20/3

		Ｈ21/3

		Ｈ22/3

		Ｈ23/3

		Ｈ24/3計画



経常利益

（百万円）

538

359

611

817

867

900





大丸エナウィン

ネットワーク

本社

本社 本 社 アクア営業所

ぽっぽガス事業所

支 店

アクアボトリング工場
営業所

医療・産業ガス事業所

アクア事業所

子会社・関連会社
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事業の特徴

ＬＰガス、水、医療ガス・機器を扱う

安定した収益基盤

安全・安心の確保と安定供給が重要

新規顧客が事業ベースの拡大に繋がる

継続性

生活の基礎
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リビング事業 ぽっぽガス

当社取扱ガスのブランドです。環境に
やさしいＬＰガスをイメージし、鳩のデ
ザインでより身近に、親しみをもってい
ただくためのブランドです。

ぽっぽガススタッフ

燃料転換の推進
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リビング事業 エネルギー

非常用発電設備

中核充填所

【関東支店】

【滋賀支店】

【和歌山支店】
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リビング事業 住 宅 設 備

省エネ機器

＊省エネで快適な暮らしのご提案

リフォーム提案

ＳＩセンサーコンロ

エコ・ジョーズ給湯器

ガスファンヒーター
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太陽光発電＊新エネルギーシステムの提案

コージェネレーションシステム

産業用

ダブル発電

産業用太陽光発電

平成26年3月期、27年3月期
５メガワット超の実績

エコ・ウィル

エネ・ファーム

家庭用
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アクアボトリング鈴鹿工場

海洋深層水取水イメージ図羅臼湖面に映る羅臼岳

知床らうす海洋深層水 純水ブレンド 「エフィール・ウォーター」

アクアボトリング山中湖工場
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エフィール・ウォーター

ご家庭やオフィスへ水を通じて「うるおい」「よろこび」「安心」をお届けします

・毎月、地区ごとの宅配日にお届け

・空容器は回収しリユース

・1年ごとのサーバーメンテナンス

アクア事業
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エフィール・ウォーターの衛生管理

目視検査

培養検査 マイクロフィルター

オゾン殺菌
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医療・産業ガス事業 在宅医療

・在宅酸素療法（ＨＯＴ：Home Oxygen Therapy）

慢性呼吸不全などの患者様に自宅で酸素吸入しながら
療養し社会復帰がなるよう支援

・在宅陽圧呼吸療法（ＣＰＡＰ）

睡眠時無呼吸症候群の治療

・人工呼吸療法

低酸素血症に加え慢性的に
炭酸ガスの蓄積を伴う呼吸不全
の症状に対し、継続的な換気補助を行なう療法
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在宅医療の事業形態

（酸素濃縮器）

医療・産業ガス事業
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医療・産業ガス事業 医 療 ・ 産 業 ガ ス

【炭酸ガスの新用途】

植物栽培工場 炭酸泉

在宅医療部門との
相乗効果で、新規
病院の開拓により
事業拡大

炭酸泉向け炭酸
ガスの出荷量増
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http://www.especmic.co.jp/pf/pf/tpfa/tpfa.htm
http://www.especmic.co.jp/pf/pf/tpfa/tpfa.htm


売上高・経常利益の推移

売上高

経常利益
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滋賀支店

湖南支店

長浜事業所

近江八幡事業所

彦根ホームガス(株)

日野出張所

支店

LPガス充填工場

グループ会社

事業所

彦根事業所

湖東ガス(株)
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株式会社フモト商会

平成２０年４月１日 グループ会社化

愛媛ベニー(株)

（株）フモト商会

丸信ガス(株)

丸信ガス株式会社

平成２６年４月１日 グループ会社化

愛媛県におけるＬＰガス顧客件数 ９，３００件
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近畿酸素(株)篠山工場

近畿酸素株式会社 本 社：兵庫県西宮市山口町下山口2-8-15

篠山工場：兵庫県篠山市菅155-1

平成２６年２月３日 グループ会社化
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平成２６年２月 奈良営業所 高圧ガス充填工場完成
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酸素：15ｔ

窒素：10ｔ

炭酸：10ｔ

非常用発電設備
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阪神事業所

奈良営業所

京都営業所
滋賀支店

神戸事業所

近畿酸素（株）篠山工場

近畿酸素（株）本社

京都支店

阪神営業所
建設予定
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阪神営業所概略図
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組織再編医療・産業ガス部

産業ガス・機材部

在宅医療推進部

在宅・医療ガス部
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平成２８年３月期 第２四半期

決算ハイライト(連結)

・連結経営成績 【減収増益】 (単位:百万円)

売上高 ７，８３９ ▲３．５％ (前年８，１２４)

営業利益 ４２３ ＋３２．９％ (前年３１８)

経常利益 ４４９ ＋３１．４％ (前年３４２)

四半期純利益 ２８６ ＋５４．５％ (前年１８５)

・連結財政状態 (単位:百万円)

総資産 １２，６０６ 純資産 ９，６４４ 自己資本比率 ７６．５％

・配当の状況 中間６．５０円 （年間１３円予定）

・平成２８年３月期 連結業績予想 (単位:百万円)

売上高 １６，９００
営業利益 ８９０
経常利益 ９３０
当期純利益 ５４６
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売上高・売上総利益の部門別構成比
平成２８年３月期 第２四半期
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株主還元
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１株当たり配当金・配当性向の推移

11.00 

13.00 13.00 13.00 

15.8 

19.5 19.4 18.6 

0

25

50

0

10

20

H25/3 H26/3 H27/3 H28/3計画

（％）（円）

１株当たり配当金

配当性向（連結）
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株価の推移

400

500

600

700

800

900

H25/5 H25/8 H25/11 H26/2 H26/5 H26/8 H26/11 H27/2 H27/5 H27/8

円

0

50

100

H25/5 H25/9 H26/1 H26/5 H26/9 H27/1 H27/5 H27/9

出来高（単位：千株）

大丸エナウィン株価推移

年初来
安値

Ｈ27/8
710円

年初来
高値

H27/3
820円
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１株あたり当期純利益・純資産の推移

69.46 66.57 66.85 69.73 

1,100.97 
1,158.35 

1,218.21 
1,254.89 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

H 25/3 H 26/3 H 27/3 H 28/3計画 H 25/3 H 26/3 H 27/3 H 27/9

（円）（円）

１株当たり純利益

１株当たり純資産
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株主優待

１，０００株以上

１００株以上
１，０００株未満

５００円相当のクオカードを贈呈

選択型ギフト券を贈呈

(各地の名産、名店の掲載カタログより１点選択)

平成２７年９月末現在

総株主数 ２，０８３名

単元株主数 １，９８３名
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平 成 ２ ７年１２月７日
会 社 説 明 会

本日はご出席いただきまして
誠にありがとうございました。
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主要経営指標の推移ご参考

第 ２ 四半期実績 通 期 実 績 第 ２ 四半期実績 通 期 実 績 第 ２ 四半期実績 前第２四半期比(%)

売 上 高 7,384 17,680 8,124 17,617 7,839 96.5%

営 業 利 益 366 885 318 868 423 87.0%

経 常 利 益 390 937 342 916 449 87.6%

当 期 純 利 益 209 521 185 523 286 88.6%

資 本 金 870 870 870 870 870 100.0%

（ 発 行 済 株 式 総 数 ） ( 8,046千株) ( 8,046千株) ( 8,046千株) ( 8,046千株) ( 8,046千株) (100.0%)

純 資 産 額 8,806 9,070 9,225 9,539 9,644 104.5%

総 資 産 額 11,507 13,381 12,236 13,528 12,606 103.0%

自 己 資 本 比 率 76.5% 67.8% 75.4% 70.5% 76.5% 101.5%

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,124.58円 1,158.35円 1,178.13円 1,218.21円 1,254.89円 106.5%

1 株 当 た り 純 利 益 26.69円 66.57円 23.64円 66.85円 36.64円 155.0%

従 業 員 数 336人 359人 372人 370人 375人 100.8%

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 期 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 期 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 期期 別

区 分

（単位：百万円）
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経営指標 (2)

		

				平成２７年３月期　第２四半期　主要経営指標の推移 ヘイセイネンガツキダイシハンキシュヨウケイエイシヒョウスイイ

										○		○		○		○				（単位：百万円）

										平成２６年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２７年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２８年３月期 ヘイセイネンガツキ

										第 ２ 四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第 ２ 四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第 ２ 四半期実績 ダイシハンキ		前第２四半期比(%) ダイシハンキ

						売上高 ウリアゲダカ				7,384		17,680		8,124		17,617		7,839		96.5%

						営業利益 エイギョウリ				366		885		318		868		423		87.0%

						経常利益 リ				390		937		342		916		449		87.6%

						当期純利益 トウキリ				209		521		185		523		286		88.6%

						資本金				870		870		870		870		870		100.0%

						（発行済株式総数）				( 8,046千株)		( 8,046千株)		( 8,046千株)		( 8,046千株)		( 8,046千株)		(100.0%)

						純資産額				8,806		9,070		9,225		9,539		9,644		104.5%

						総資産額				11,507		13,381		12,236		13,528		12,606		103.0%

						自己資本比率 ジコシホン				76.5%		67.8%		75.4%		70.5%		76.5%		101.5%

						１株当たり純資産額				1,124.58円		1,158.35円		1,178.13円		1,218.21円		1,254.89円		106.5%

						1株当たり純利益 リ				26.69円		66.57円		23.64円		66.85円		36.64円		155.0%

						従業員数				336人		359人		372人		370人		375人		100.8%



期　別

区　分



比較損益計算書

				第１四半期連結比較損益計算書 ダイシハンキレンケツ

																						（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

												平成２３年３月期　第１四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成２４年３月期　第１四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				増減 ゾウゲン		0

												平成22年 4 月 1日から ヘイセイネンガツニチ				平成23年 4 月 1日から ヘイセイネンガツニチ

												平成22年 6月30日まで ヘイセイネンガツニチ				平成23年 6月30日まで ヘイセイネンガツニチ

												金　額 キンガク		構成比(%) コウセイヒ		金　額 キンガク		構成比(%) コウセイヒ		金　額 キンガク		増減比(%) ゾウゲンヒ

						売上高 ウリアゲダカ						3,863		100.0		4,029		100.0		166		4.3

						売上総利益 ウリアゲソウリエキ						1,544		40.0		1,551		38.5		7		0.5

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ						1,206		31.2		1,237		30.7		31		2.6

						営業利益 エイギョウリエキ						337		8.7		314		7.8		△ 23		△ 6.8

						営業外収益 シュウエキ						17		0.4		14		0.3		△ 3		△ 17.6

						営業外費用 ヒヨウ						0		0.0		0		0.0		0		―

						経常利益 ケイジョウリエキ						354		9.2		327		8.1		△ 27		△ 7.6

						特別利益 リエキ						3		0.1		0		0.0		△ 3		△ 100.0

						特別損失 ソンシツ						1		0.0		0		0.0		△ 1		△ 100.0

						税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ						357		9.2		328		8.1		△ 29		△ 8.1

						法人税・住民税及び事業税 ホウジンゼイジュウミンゼイオヨジギョウゼイ						110		2.8		96		2.4		△ 14		△ 12.7

						法人税等調整額 ホウジンゼイトウチョウセイガク						41		1.1		45		1.1		4		9.8

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ						152		3.9		141		3.5		△ 11		△ 7.2

						四半期純利益 シハンキジュンリエキ						204		5.3		187		4.6		△ 17		△ 8.3



科　目

期　別

科　目



ＣＦ

				第2四半期連結キャッシュ・フローの状況 ダイシハンキレンケツジョウキョウ

																		（単位：百万円）

														平成２４年 ３月期　第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ		平成２５年 ３月期　第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ		平成２４年 ３月期 ヘイセイネンガツキ

														平成23年 4月 1 日から ヘイセイネンガツニチ		平成24年 4月 1 日から ヘイセイネンガツニチ		平成23年 4月  1 日から ヘイセイネンガツニチ

														平成24年 9月30日まで ヘイセイネンガツニチ		平成24年 9月30日まで ヘイセイネンガツニチ		平成24年 3月 31日まで ヘイセイネンガツニチ

						Ⅰ．				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ				376		451		1,186

						Ⅱ．				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシカツドウ				△ 254		△ 309		△ 447

						Ⅲ．				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイムカツドウ				△ 75		△ 65		△ 139

						Ⅳ．				現金及び現金同等物の増減額 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツゾウゲンガク				46		76		599

						Ⅴ．				現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキシュザンダカ				2,337		2,937		2,337

						Ⅵ．				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツシハンキマツザンダカ				2,384		3,013		2,937



区　分

期　別



グラフ（売上推移）

				（５） 第２四半期連結部門別売上高の推移 ダイシハンキレンケツスイイ

																														（単位：百万円）

																平成２１年３月期				平成２２年３月期				平成２３年３月期

																第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		構成比		前第３四半期
増減比(%) ダイシハンキゾウゲンヒ		通期計画

						ぽっぽガス										3,549		4,927		3,117		4,627		3,276		3,120.0%		510.0%		4,885

						エネルギー										5,958		7,474		3,158		4,832		3,616		3,390.0%		1,450.0%		5,451

						住宅設備 ジュウタクセツビ										2,334		3,045		2,059		2,780		2,025		1,840.0%		△ 170.0%		2,957

						アクア										411		542		511		671		571		560.0%		1,180.0%		832

						在宅医療 ザイタクイリョウ										96		130		116		160		162		150.0%		3,920.0%		230

						医療・産業ガス イリョウサンギョウ										1,057		1,374		926		1,246		988		940.0%		660.0%		1,344

				合計 ゴウケイ												13,407		17,495		9,890		14,320		10,640		10,000.0%		760.0%		15,700





グラフ（売上推移）

		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績

		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画



ぽっぽガス

エネルギー

住宅設備

アクア

在宅医療

医療・産業ガス

（百万円）

3549.319981

5958.732755

2334.21254

411.287779

96.021353

1057.94175

4927.383946

7474.974119

3045.805129

542.658447

130.113204

1374.800197

3117.31923

3158.168374

2059.89709

511.206148

116.885521

926.746798

4627.137718

4832.927321

2780.933698

671.879525

160.644077

1246.796438

3276.69798

3616.379213

2025.413392

571.537309

162.683926

988.04919

4885

5451

2957

832

230.4

1344.6



グラフ（売上総利益推移）

				（６） 第２四半期連結部門別売上総利益の推移 ダイシハンキレンケツソウリエキスイイ

																														（単位：百万円）

																平成２１年３月期				平成２２年３月期				平成２３年３月期

																第３四半期実績		通期実績		第３四半期実績		通期実績		第３四半期実績		構成比		前第３四半期
増減比(%) ダイシハンキゾウゲンヒ		通期計画

						ぽっぽガス										2,147		3,156		2,250		3,237		2,194		5,350.0%		△ 250.0%		3,181

						エネルギー										785		1,117		739		1,067		703		1,810.0%		△ 490.0%		1,046

						住宅設備 ジュウタクセツビ										286		384		269		371		264		610.0%		△ 210.0%		355

						アクア										298		396		402		528		449		1,100.0%		1,180.0%		616

						在宅医療 ザイタクイリョウ										87		117		95		130		121		290.0%		2,700.0%		181

						医療・産業ガス イリョウサンギョウ										321		419		308		426		354		840.0%		1,480.0%		460

				合計 ゴウケイ												3,926		5,592		4,066		5,761		4,087		10,000.0%		50.0%		5,840





グラフ（売上総利益推移）

		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績		第３四半期実績

		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画



ぽっぽガス

エネルギー

住宅設備

アクア

在宅医療

医療・産業ガス

（百万円）

2147.245471

785.49306

286.931831

298.003521

87.706304

321.160874

3156.248655

1117.26707

384.630127

396.361596

117.958388

419.874725

2250.397855

739.553754

269.760288

402.062564

95.990545

308.416138

3237.219537

1067.121209

371.411157

528.89747

130.313188

426.309945

2194.389364

703.314183

264.048277

449.555258

121.900637

354.185566

3181

1046

355

616.9

181.1

460.9



表紙

		

				第２四半期連結決算資料　　　　　　 　　　 ダイシハンキレンケツ

				平　成　２３　年　３　月　期

				（平成２２年４月１日～平成２２年９月３０日） ヘイセイネンガツヒヘイセイネンガツニチ

						上場市場				東京証券取引所　市場第二部　　　　　　　　　　大阪証券取引所　市場第二部 トウキョウショウケントリヒキショシジョウダイニブ

						証券コード№				９　８　１　８

						電話番号				０ ６ －６ ６ ８ ５ － ５ １ ０ １ （代）

						ホームぺージアドレス				http://www.gas-daimaru.co.jp





経営指標

				平成２３年３月期　第３四半期　主要経営指標の推移 ヘイセイネンガツキダイシハンキシュヨウケイエイシヒョウスイイ

																						（単位：百万円）

										平成２１年３月期				平成２２年３月期				平成２３年３月期

										第 ３ 四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第 ３ 四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第 ３ 四半期実績 ダイシハンキ		前第３四半期比(%) ダイシハンキ		通期計画

						売上高				13,407		17,495		9,890		14,320		10,640		107.6		15,700

						営業利益				189		566		404		766		428		106.2		806

						経常利益				221		611		442		817		464		105.0		850

						四半期（当期）純利益 シハンキジュン				60		317		208		411		228		109.4		430

						総資産				10,286		10,217		9,651		10,727		10,232		106.0		10,765

						純資産 ジュンシサン				7,035		7,199		7,288		7,535		7,677		105.3		7,812

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ				68.40％		70.46％		75.51％		70.24％		75.03％		―		72.57％

						１株当たり四半期（当期）純利益 シハンキジュン				7.47円		39.58円		25.98円		51.20円		28.41円		109.4		53.54円

						１株当たり純資産 ジュンシサン				875.95円		896.39円		907.39円		938.17円		955.87円		105.3		972.63円





ＢＳ（資産）

				２．平成２３年３月期 第２四半期連結決算報告

				（１） 第２四半期連結比較貸借対照表　（資産の部） ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウシサンブ

																														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				資産の部 シサンブ

																		平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		前第１四半期比 ゼンダイシハンキヒ		前第１四半期		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																		第１四半期 ダイシハンキ		第１四半期 ダイシハンキ		期末 キマツ		増減 ゾウゲン		増減比(%) ゾウゲンヒ		増減 ゾウゲン		増減比(%) ゾウゲンヒ

						流動資産												5,219		5,697		5,871		478		9.2		△ 174		△ 3.0

								現金及び預金										2,206		2,230		2,226		24		1.1		4		0.2

								受取手形及び売掛金										2,333		2,366		2,526		33		1.4		△ 160		△ 6.3

								商品及び製品										379		388		387		9		2.4		1		0.3

								その他										290		499		507		209		72.1		△ 8		△ 1.6

								貸倒引当金										△ 11		△ 14		△ 13		△ 3		27.3		△ 1		7.7

						固定資産												5,252		5,221		5,265		△ 31		△ 0.6		△ 44		△ 0.8

								有形固定資産										3,741		3,964		3,954		223		6.0		10		0.3

										機械装置及び運搬具								1,018		909		1,008		△ 109		△ 10.7		△ 99		△ 9.8

										土地								1,571		1,661		1,552		90		5.7		109		7.0

										その他								1,038		1,216		1,040		178		17.1		176		16.9

								無形固定資産										1,065		850		900		△ 215		△ 20.2		△ 50		△ 5.6

										のれん								1,029		867		958		△ 162		△ 15.7		△ 91		△ 9.5

										その他								73		96		67		23		31.5		29		43.3

								投資その他の資産										444		406		410		△ 38		△ 8.6		△ 4		△ 1.0

										投資有価証券								222		189		221		△ 33		△ 14.9		△ 32		△ 14.5

										関係会社株式								―		21		21		―		―		―		―

										その他								268		226		237		△ 42		△ 15.7		△ 11		△ 4.6

										貸倒引当金								△ 25		△ 12		△ 12		―		―		―		―

						資産合計												10,471		10,919		11,136		448		4.3		△ 217		△ 1.9





ＢＳ（負債・純資産）

		

				（２） 第１四半期連結比較貸借対照表　（負債・純資産の部） ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウフサイジュンシサンブ

																														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				負債の部

																		平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		前第１四半期比 ゼンダイシハンキヒ		前第１四半期		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																		第１四半期 ダイシハンキ		第１四半期 ダイシハンキ		期末 キマツ		増減 ゾウゲン		増減比(%) ゾウゲンヒ		増減 ゾウゲン		増減比(%) ゾウゲンヒ

						流動負債												2,371		2,539		2,879		168		7.1		△ 340		△ 11.8

								支払手形及び買掛金										2,166		2,137		2,092		△ 29		△ 1.3		45		2.2

								短期借入金										104		90		0		△ 14		△ 13.5		90		―

								未払法人税等										35		2		235		△ 33		△ 94.3		△ 233		△ 99.1

								役員賞与引当金										15		18		23		3		20.0		△ 5		△ 21.7

								その他										337		382		434		45		13.4		△ 52		△ 12.0

						固定負債												413		414		419		1		0.2		△ 5		△ 1.2

								役員退職慰労引当金										136		128		140		△ 8		△ 5.9		△ 12		△ 8.6

								その他										279		287		266		8		2.9		21		7.9

						負債合計												2,785		2,954		3,299		169		6.1		△ 345		△ 10.5

				純資産の部

						株主資本												7,670		7,939		7,811		269		3.5		128		1.6

								資本金										870		870		870		0		―		0		―

								資本剰余金										1,185		1,185		1,185		0		―		0		―

								利益剰余金										5,260		5,602		5,462		342		6.5		140		2.6

								自己株式										△ 9		△ 71		△ 9		△ 62		―		―		―

						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												15		26		25		0		―		1		4.0

								その他有価証券評価差額金										13		13		25		0		―		△ 12		△ 48.0

						純資産合計												7,685		7,965		7,837		280		3.6		128		1.6

						負債及び純資産合計												10,471		10,919		11,136		448		4.3		△ 217		△ 1.9





グラフ（営業成績推移）

				（７） 第２四半期連結営業利益・連結経常利益・連結当期純利益の推移 ダイシハンキレンケツリエキレンケツケイジョウリエキレンケツトウキジュンリエキスイイ

																				（単位：百万円）

										平成２１年３月期				平成２２年３月期				平成２３年３月期

										第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期計画

						売上高				13,407		17,495		9,890		14,320		10,640		15,700

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				67.2		△ 3.5		△ 26.2		△ 18.2		7.6		9.6

						売上総利益				3,926		5,592		4,066		5,761		4,087		5,840

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				59.7		10.0		3.6		3.0		0.5		1.4

						営業利益				189		566		404		766		428		806

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				329.6		78.5		113.8		35.4		6.2		5.2

						経常利益				221		611		442		817		464		850

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				202.7		70.0		100.3		33.7		5.0		4.0

						第２四半期（当期）純利益 ダイシハンキジュン				60		317		208		411		228		430

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				185.7		107.3		247.8		29.4		9.4		4.6





グラフ（営業成績推移）

		H.21/3		H.21/3

		H.22/3		H.22/3

		H.23/3		H.23/3

		H.21/3		H.21/3

		H.22/3		H.22/3

		H.23/3		H.23/3

		H.21/3		H.21/3

		H.22/3		H.22/3

		H.23/3		H.23/3



第３四半期

通期

（百万円）

189000000

566000000

404000000

766000000

428000000

806000000

221000000

611000000

442000000

817000000

464000000

850000000

60000000

317000000

208000000

411000000

228000000

430000000



グラフ（１株当たり当期純利益・株主資本推移）

				（８） 連結１株当たり当期純利益・連結１株当たり純資産の推移 レンケツジュンジュンシサンスイイ





グラフ（１株当たり当期純利益・株主資本推移）

		H.18/3		H.18/3

		H.19/3		H.19/3

		H.20/3		H.20/3

		H.21/3		H.21/3

		H.22/3		H.22/3

		H.23/3計画		H.23/3計画

		H.18/3		H.18/3

		H.19/3		H.19/3

		H.20/3		H.20/3

		H.21/3		H.21/3

		H.22/3		H.22/3

		H.23/3計画		H.23/3計画



&A

Page &P

１株当たり当期純利益

１株当たり純資産

（円）

（円）

18.09

25.89

19.1

39.58

51.2

53.54

863.54

874.58

873.02

896.39

938.17

972.63



グラフ（売上高・売上総利益推移）

				３．業績推移及び通期計画 ギョウセキツウキ

				(１) 連結売上高・連結売上総利益の推移 レンケツウリアゲダカレンケツウリアゲソウリエキスイイ



単体

連結

単体

連結



グラフ（売上高・売上総利益推移）

		H.20/3実績		H.20/3実績

		H.21/3実績		H.21/3実績

		H.22/3実績		H.22/3実績

		H.23/3計画		H.23/3計画



売上高

売上総利益

（百万円）

売上高・売上総利益の推移

18126

5086

17495

5592

14320

5761

15700

5840



グラフ（経常利益・当期純利益推移）

		

				(２) 連結経常利益・連結当期純利益の推移 レンケツケイジョウリエキレンケツトウキジュンリエキスイイ



単体

連結



グラフ（経常利益・当期純利益推移）

		H.20/3実績		H.20/3実績

		H.21/3実績		H.21/3実績

		H.22/3実績		H.22/3実績

		H.23/3計画		H.23/3計画



経常利益

当期純利益

（百万円）

経常利益・当期純利益の推移

359

153

611

317

817

411

850

430



グラフ（１株当たり配当金・配当性向推移）

				４．１株当たり配当金・配当性向の推移 カブアハイトウキンハイトウセイコウスイイ



単体

連結

&C　



グラフ（１株当たり配当金・配当性向推移）

		H.18/3		H.18/3

		H.19/3		H.19/3

		H.20/3		H.20/3

		H.21/3		H.21/3

		H.22/3		H.22/3

		H.23/3計画		H.23/3計画



１株当たり配当金

配当性向

（円）

（％）

11

60.81

11

42.49

11

57.59

11

27.79

11

21.48

13

24.28



ＢＳ(詳細)

				平成２３年３月期 第２四半期連結決算資料

				（１） 第２四半期連結比較貸借対照表 ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウ

																																（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				科目 カモク																平成２２年３月期		平成２３年３月期		平成２２年３月期		前第２四半期比 ゼンダイシハンキヒ		前第２四半期		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末

																				第２四半期		第２四半期		期末		増減 ゾウゲン		増減比(%) ゾウゲンヒ		増減 ゾウゲン		増減比(%)

						流動資産														4,360		4,931		5,633		571		13.1		△ 701		△ 12.5

								現金及び預金												1,868		2,290		2,226		422		22.6		64		2.9

								受取手形及び売掛金												1,838		1,836		2,526		△ 2		△ 0.1		△ 689		△ 27.3

								商品及び製品												326		348		387		21		6.5		△ 39		△ 10.1

								繰延税金資産												84		90		84		5		7.1		6		7.6

								その他												251		376		423		125		50.1		△ 46		△ 10.9

								貸倒引当金												△ 9		△ 11		△ 13		△ 2		△ 22.7		2		19.3

						固定資産														5,291		5,300		5,094		9		0.2		206		4.0

								有形固定資産												3,645		3,836		3,601		191		5.3		235		6.5

										建物及び構築物										775		815		811		39		5.1		4		0.5

										機械装置及び運搬具										1,051		966		1,008		△ 84		△ 8.1		△ 41		△ 4.1

										土地										1,570		1,661		1,552		91		5.8		109		7.1

										リース資産										73		93		75		20		27.6		17		22.7

										その他										174		299		153		125		71.7		146		95.1

								無形固定資産												1,165		1,024		1,026		△ 140		△ 12.1		△ 1		△ 0.1

										のれん										1,087		926		958		△ 161		△ 14.8		△ 31		△ 3.3

										その他										77		98		67		20		26.3		30		45.8

								投資その他の資産												480		438		467		△ 42		△ 8.7		△ 28		△ 6.1

										投資有価証券										216		200		221		△ 15		△ 7.3		△ 20		△ 9.2

										関係会社株式										21		21		21		―		―		―		―

										その他										267		229		237		△ 37		△ 14.2		△ 7		△ 3.4

										貸倒引当金										△ 24		△ 12		△ 12		11		48.4		―		―

						資産合計														9,651		10,232		10,727		580		6.0		△ 495		△ 4.6

						流動負債														1,951		2,141		2,785		189		9.7		△ 644		△ 23.1

								支払手形及び買掛金												1,465		1,422		2,092		△ 43		△ 3.0		△ 670		△ 32.0

								短期借入金												―		―		―		―		―		―		―

								リース債務												17		26		20		8		47.6		5		29.4

								未払法人税等												110		183		235		72		66.0		△ 51		△ 22.1

								役員賞与引当金												10		12		23		2		20.0		△ 11		△ 49.9

								その他												347		497		413		150		43.1		84		20.3

						固定負債														412		413		406		1		0.3		6		1.6

								長期未払金												83		88		82		4		5.8		5		6.6

								リース債務												58		71		59		12		21.6		12		20.4

								繰延税金負債												65		58		53		△ 7		△ 11.6		4		9.0

								役員退職慰労引当金												132		124		140		△ 7		△ 5.7		△ 15		△ 11.1

								その他												71		70		70		△ 1		△ 1.5		△ 0		△ 0.3

						負債合計														2,363		2,554		3,192		191		8.1		△ 637		△ 20.0

						株主資本														7,265		7,663		7,509		398		5.5		154		2.1

								資本金												870		870		870		―		―		―		―

								資本剰余金												1,185		1,185		1,185		―		―		―		―

								利益剰余金												5,218		5,617		5,462		398		7.6		154		2.8

								自己株式												△ 9		△ 9		△ 9		△ 0		△ 1.0		△ 0		△ 1.0

						評価・換算差額等														22		13		25		△ 9		△ 41.1		△ 12		△ 47.3

								その他有価証券評価差額金												22		13		25		△ 9		△ 41.1		△ 12		△ 47.3

						純資産合計														7,288		7,677		7,535		389		5.3		141		1.9

						負債及び純資産合計														9,651		10,232		10,727		580		6.0		△ 495		△ 4.6



※ 平成23年3月期計画の配当金 13.00円は、60周年記念配当 2.00円を含んでいます。

&C　



ＰＬ(詳細)

		

				（２） 第２四半期連結比較損益計算書 ダイシハンキレンケツヒカクソンエキケイサンショ

																								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

														平成２２年３月期 第２四半期				平成２３年３月期 第２四半期				増減 ゾウゲン

														金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		％

						売上高								9,890		100.0		10,640		100.0		750		7.6

						売上原価								5,824		58.9		6,553		61.6		729		12.5

						売上総利益								4,066		41.1		4,087		38.4		21		0.5

						販売費及び一般管理費								3,662		37.0		3,658		34.4		△ 3		△ 0.1

						営業利益								404		4.1		428		4.0		24		6.1

						営業外収益								41		0.4		38		0.4		△ 3		△ 8.3

								受取利息						1				0				△ 0		△ 39.0

								受取配当金						3				3				0		1.0

								受取賃貸料						8				8				0		0.1

								その他						16				14				△ 1		△ 9.8

						営業外費用								3		0.0		2		0.0		△ 0		△ 25.0

								支払利息						0				0				△ 0		△ 12.4

								売上割引						0				0				△ 0		△ 41.7

								不動産賃貸費用						0				0				△ 0		△ 4.6

								その他						0				0				△ 0		△ 93.7

						経　常　利　益								442		4.5		464		4.4		22		5.0

						特別利益								0		0.0		13		0.1		13		2,156.9

								固定資産売却益						0				6				6		1,221.7

								貸倒引当金戻入額						0				―				△ 0		△ 100.0

						特別損失								22		0.2		25		0.2		3		14.2

								固定資産除売却損						2				1				△ 0		△ 19.5

								役員退職功労加算金						19				―				△ 19		△ 100.0

						税金等調整前四半期純利益								421		4.3		453		4.3		32		7.6

						法人税・住民税及び事業税								134		1.4		162		1.5		27		20.7

						法人税等調整額								77		0.8		62		0.6		△ 15		△ 19.7

						法人税等合計								212		2.1		225		2.1		12		6.0

						四半期純利益								208		2.1		228		2.1		19		9.4





ＣＦ（詳細）

				（３） 第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ダイシハンキレンケツケイサンショ

														（単位：百万円）

										平成２２年３月期		平成２３年３月期		平成２２年３月期

										第２四半期実績 ダイシハンキ		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績

				Ⅰ．		営業活動によるキャッシュ・フロー

						税金等調整前四半期(当期）純利益				259		378		769

						減価償却費				206		234		426

						のれん償却額				133		118		277

						減損損失				―		―		19

						投資有価証券評価損				―		―		―

						役員賞与引当金の増減額				△ 14		△ 11		△ 0

						役員退職慰労引当金の増減額				△ 85		△ 15		△ 77

						長期未払金の増減額				△ 2		△ 0		△ 3

						受取利息及び受取配当金				△ 4		△ 3		△ 5

						支払利息				0		0		0

						有形固定資産除売却損益				1		△ 5		10

						売上債権の増減額				592		695		△ 90

						たな卸資産の増減額				△ 13		39		△ 74

						仕入債務の増減額				△ 445		△ 674		181

						その他				△ 130		68		△ 246

						小計				497		823		1,186

						利息及び配当金の受取額				4		3		5

						利息の支払額				△ 0		△ 0		△ 0

						法人税等の支払額				△ 154		△ 225		△ 266

						営業活動によるキャッシュ・フロー				346		601		925

				Ⅱ．		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				△ 234		△ 350		△ 383

						有形固定資産の売却による収入				1		9		1

						無形固定資産の取得による支出				△ 251		△ 91		△ 274

						連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出				―		△ 70		―

						投資有価証券の取得による支出				―		―		―

						貸付けによる支出				△ 2		―		△ 2

						貸付金の回収による収入				2		20		5

						出資金の増減額				―		―		△ 0

						投資活動によるキャッシュ・フロー				△ 485		△ 482		△ 653

				Ⅲ．		財務活動によるキャッシュ・フロー

						短期借入れによる収入				150		150		300

						短期借入金の返済による支出				△ 150		△ 150		△ 300

						配当金の支払額				△ 44		△ 43		△ 88

						リース債務の返済による支出				△ 6		△ 11		△ 15

						自己株式の増減額				△ 0		△ 0		△ 0

						財務活動によるキャッシュ・フロー				△ 50		△ 55		△ 103

				Ⅳ．		現金及び現金同等物の増減額				△ 189		64		168

				Ⅴ．		現金及び現金同等物の期首残高				2,057		2,226		2,057

				Ⅵ．		現金及び現金同等物の四半期期末（期末）残高				1,868		2,290		2,226





財務指標

		

				連 結 財 務 指 標 レンムスブザイムシヒョウ

																																						（単位：千円） タンイセンエン

																平成２０年３月期						平成２１年３月期						平成２２年３月期						平成２３年３月期

																(単体)						(連結)						(連結)						（第２四半期 (連結)）

				①		自己資本 ジコシホン		＝		当期純利益 トウキジュンリエキ		×		100%				153,391						317,941						411,256						198,362

						当期純利益率 トウキジュンリエキリツ				自己資本(※) ジコシホン								7,018,563						7,106,052						7,367,615						7,606,405

																		（ 2.19％）						（ 4.47％）						（ 5.58％）						（ 2.61％）

				②		流 動 比 率 リュウドウヒリツ		＝		流動資産 リュウドウシサン		×		100%				5,271,949						5,120,314						5,633,557						4,931,659

										流動負債 リュウドウフサイ								3,402,393						2,583,616						2,785,813						2,141,585

																		（ 154.95％）						（ 198.18％）						（ 202.22％）						（ 230.28％）

				③		固 定 比 率 コテイヒリツ		＝		固定資産 コテイシサン		×		100%				5,569,436						5,097,643						5,094,414						5,300,680

										自己資本(※) ジコシホン								7,018,563						7,106,052						7,367,615						7,606,405

																		（ 79.35％）						（ 71.74％）						（ 69.15％）						（ 69.69％）

				④		固定長期 コテイチョウキ		＝		固定資産 コテイシサン		×		100%				5,569,436						5,097,643						5,094,414						5,300,680

						適合比率 テキゴウヒリツ				自己資本+固定負債 ジコシホンコテイフサイ								7,438,992						7,634,341						7,942,158						8,090,754

																		（ 74.87％）						（ 66.77％）						（ 64.14％）						（ 65.52％）

				⑤		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		＝		自己資本 ジコシホン		×		100%				7,012,294						7,199,810						7,535,419						7,677,391

										使用総資本 シヨウソウシホン								10,841,385						10,217,957						10,727,972						10,232,340

																		（ 64.68％）						（ 70.46％）						（ 70.24％）						（ 75.03％）

				⑥		負 債 比 率 フサイヒリツ		＝		負　　債 フサイ		×		100%				3,829,091						3,018,147						3,192,552						2,554,948

										自己資本 ジコシホン								7,012,294						7,199,810						7,535,419						7,677,391

																		（ 54.61％）						（ 41.92％）						（ 42.37％）						（ 33.28％）

				⑦		売上高 ウリアゲダカ		＝		営業利益 エイギョウリエキ		×		100%				317,225						566,185						766,513						348,182

						営業利益率 エイギョウリエキリツ				売 上 高 ウリアゲダカ								18,126,480						17,495,735						14,320,318						6,962,427

																		（ 1.75％）						（ 3.24％）						（ 5.35％）						（ 5.00％）

				⑧		売上高 ウリアゲダカ		＝		経常利益 ケイジョウリエキ		×		100%				359,554						611,180						817,386						373,761

						経常利益率 ケイジョウリエキリツ				売 上 高 ウリアゲダカ								18,126,480						17,495,735						14,320,318						6,962,427

																		（ 1.98％）						（ 3.49％）						（ 5.71％）						（ 5.37％）

				⑨		使用総資本 シヨウソウシホン		＝		経常利益 ケイジョウリエキ		×		100%				359,554						611,180						817,386						373,761

						経常利益率 ケイジョウリエキリツ				使用総資本(※) シヨウソウシホン								10,919,789						10,529,671						10,472,965						10,480,156

																		（ 3.29％）						（ 5.80％）						（ 7.80％）						（ 3.57％）

				⑩		使用総資本 シヨウソウシホン		＝		売 上 高		×		100%				18,126,480						17,495,735						14,320,318						6,962,427

						回転率 カイテンリツ				使用総資本(※) シヨウソウシホン								10,919,789						10,529,671						10,472,965						10,480,156

																		（ 166.00％）						（ 166.16％）						（ 136.74％）						（ 66.43％）

				（※）印の自己資本及び使用総資本は期首・期末の平均であります。 シルシジコシホンオヨシヨウソウシホンキシュキマツヘイキン



&C　　　　　



総合資料（部門損益）

		連　　結　　営　　業　　成　　績  レンムスブエイギョウシゲルツムギ

																																												（単位：円） タンイエン

												平成２０年３月期（第５８期） ガツキダイキ								平成２１年３月期（第５９期） ガツキダイキ								平成２２年３月期（第６０期） ガツキダイキ								平成２３年３月期（第６１期） ガツキダイキ										第５２期 ダイキ

												第３四半期実績(単体) ダイシハンキ				通期実績(単体)				第３四半期実績(連結) ダイシハンキレンケツ		前期比 ゼンキヒ		通期実績(連結) レンケツ		前期比 ゼンキヒ		第３四半期実績(連結) ダイシハンキレンケツ		前期比 ゼンキヒ		通期実績(連結) ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		第３四半期実績(連結) ダイシハンキレンケツ		前期比 ゼンキヒ		構成比 コウセイヒ		通期計画(連結) ケイカク		前期比 ゼンキヒ		下期計画 シモキケイカク

		売上高						ぽっぽガス				1,945,163,434				4,495,287,298				3,549,319,981		182.47		4,927,383,946		109.61		3,117,319,230		87.83		4,627,137,718		93.91		3,276,697,980		105.11		31.23		4,885,000,000		105.57				30.7938311641

								エネルギー				3,577,956,431				8,511,192,612				5,958,732,755		166.54		7,474,974,119		87.83		3,158,168,374		53.00		4,832,927,321		64.65		3,616,379,213		114.51		33.89		5,451,000,000		112.79				33.9860956336

								住宅設備 ジュウタクセツビ				1,537,544,435				3,156,707,280				2,334,212,540		151.81		3,045,805,129		96.49		2,059,897,090		88.25		2,780,933,698		91.30		2,025,413,392		98.33		18.36		2,957,000,000		106.33				19.0344787379

								エネルギー・住設 ジュウセツ				5,115,500,866				11,667,899,892				8,292,945,295		162.11		10,520,779,248		90.17		5,218,065,464		62.92		7,613,861,019		72.37		5,641,792,605		108.12		52.25		8,408,000,000		110.43		0		53.0205743715

								リビング事業部 ジギョウブ				7,060,664,300				16,163,187,190				11,842,265,276		167.72		15,448,163,194		95.58		8,335,384,694		70.39		12,240,998,737		79.24		8,918,490,585		107.00		83.48		13,293,000,000		108.59				83.8144055356

								アクア事業部 ジギョウブ				211,978,857				427,595,958				411,287,779		194.02		542,658,447		126.91		511,206,148		124.29		671,879,525		123.81		571,537,309		111.80		5.55		832,000,000		123.83				5.3712070825

								在宅医療 ザイタクイリョウ				48,593,386				105,925,510				96,021,353		197.60		130,113,204		122.83		116,885,521		121.73		160,644,077		123.46		162,683,926		139.18		1.53		230,400,000		143.42				1.5288749164

								医療ガス イリョウ				129,917,462				268,535,772				206,292,408		158.79		275,259,604		102.50		216,588,414		104.99		304,534,669		110.64		249,996,298		115.42		2.38		334,600,000		109.87				2.3494212281

								産業ガス・機材 サンギョウキザイ				567,043,188				1,161,236,085				851,649,342		150.19		1,099,540,593		94.69		710,158,384		83.39		942,261,769		85.70		738,052,892		103.93		7.06		1,010,000,000		107.19				6.9360912373

								医療・産業ガス イリョウサンギョウ				696,960,650				1,429,771,857				1,057,941,750		151.79		1,374,800,197		96.16		926,746,798		87.60		1,246,796,438		90.69		988,049,190		106.61		9.44		1,344,600,000		107.84				9.2855124654

								医療・産業ガス事業部 イリョウサンギョウジギョウブ				745,554,036				1,535,697,367				1,153,963,103		154.78		1,504,913,401		98.00		1,043,632,319		90.44		1,407,440,515		93.52		1,150,733,116		110.26		10.97		1,575,000,000		111.91		0		10.8143873819

								合計				8,018,197,193				18,126,480,515				13,407,516,158		167.21		17,495,735,042		96.52		9,890,223,161		73.77		14,320,318,777		81.85		10,640,761,010		107.59		100.00		15,700,000,000		109.63		0		100

		売上総利益						ぽっぽガス				1,315,161,884				2,752,628,633				2,147,245,471		163.27		3,156,248,655		114.66		2,250,397,855		104.80		3,237,219,537		102.57		2,194,389,364		97.51		53.53		3,181,000,000		98.26				53.6867683385

								エネルギー				581,352,703				1,185,060,570				785,493,060		135.11		1,117,267,070		94.28		739,553,754		94.15		1,067,121,209		95.51		703,314,183		95.10		18.05		1,046,000,000		98.02				17.2069124246

								住宅設備 ジュウタクセツビ				188,483,750				380,718,976				286,931,831		152.23		384,630,127		101.03		269,760,288		94.02		371,411,157		96.56		264,048,277		97.88		6.08		355,000,000		95.58				6.4600653421

								エネルギー・住設 ジュウセツ				769,836,453				1,565,779,546				1,072,424,891		139.31		1,501,897,197		95.92		1,009,314,042		94.12		1,438,532,366		95.78		967,362,460		95.84		24.13		1,401,000,000		97.39		0		23.6669777667

								リビング事業部 ジギョウブ				2,084,998,337				4,318,408,179				3,219,670,362		154.42		4,658,145,852		107.87		3,259,711,897		101.24		4,675,751,903		100.38		3,161,751,824		96.99		77.66		4,582,000,000		97.99				77.3537461052

								アクア事業部 ジギョウブ				134,399,310				267,537,179				298,003,521		221.73		396,361,596		148.15		402,062,564		134.92		528,897,470		133.44		449,555,258		111.81		11.04		616,900,000		116.64				10.9985809207

								在宅医療 ザイタクイリョウ				46,132,859				99,891,204				87,706,304		190.12		117,958,388		118.09		95,990,545		109.45		130,313,188		110.47		121,900,637		126.99		2.88		181,100,000		138.97				2.9823564433

								医療ガス イリョウ				71,678,333				149,772,603				113,380,719		158.18		151,532,885		101.18		124,172,161		109.52		176,030,241		116.17		151,136,496		121.72		3.61		195,700,000		111.17				3.6976254904

								産業ガス・機材 サンギョウキザイ				121,347,685				250,437,527				207,780,155		171.23		268,341,840		107.15		184,243,977		88.67		250,279,704		93.27		203,049,070		110.21		4.81		265,200,000		105.96				4.9676910403

								医療・産業ガス				193,026,018				400,210,130				321,160,874		166.38		419,874,725		104.91		308,416,138		96.03		426,309,945		101.53		354,185,566		114.84		8.42		460,900,000		108.11				8.6653165307

								医療・産業ガス事業部 イリョウサンギョウジギョウブ				239,158,877				500,101,334				408,867,178		170.96		537,833,113		107.54		404,406,683		98.91		556,623,133		103.49		476,086,203		117.72		11.30		642,000,000		115.34		0		11.647672974

								合計				2,458,556,524				5,086,046,692				3,926,541,061		159.71		5,592,340,561		109.95		4,066,181,144		103.56		5,761,272,506		103.02		4,087,393,285		100.52		100.00		5,840,900,000		101.38		0		100

		販管費 ハンカンヒ						販売費 ハンバイヒ				864,718,900				1,811,987,649				856,174,909		99.01		1,790,834,058		98.83		830,881,092		97.05		1,744,671,363		97.42		746,702,080		89.87				1,661,300,000		95.22

								人件費 ジンケンヒ				835,491,717				1,617,430,989				900,559,352		107.79		1,728,100,820		106.84		914,215,338		101.52		1,759,372,575		101.81		903,351,396		98.81				1,764,400,000		100.29

								その他 タ				640,139,716				1,339,402,182				737,855,868		115.26		1,507,220,031		112.53		728,294,119		98.70		1,490,715,451		98.90		776,324,045		106.59				1,609,200,000		107.95

								合計 ゴウケイ				2,340,350,333				4,768,820,820				2,494,590,129		106.59		5,026,154,909		105.40		3,662,031,000		146.80		4,994,759,389		99.38		3,658,466,000		99.90				5,034,900,000		100.80		0

				営業利益								44,000,000				317,225,872				189,000,000		429.55		566,185,652		178.48		404,085,000		213.80		766,513,117		135.38		428,927,285		106.15				806,000,000		105.15		0

				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ								22,724,331				48,754,118				23,676,614		104.19		50,489,396		103.56		41,959,000		177.22		55,300,707		109.53		38,474,000		91.69				49,000,000		88.61

				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ								3,356,995				6,425,243				2,799,546		83.39		5,494,216		85.51		3,481,000		124.34		4,426,860		80.57		2,611,000		75.01				5,000,000		112.95

				経常利益								73,000,000				359,554,747				221,000,000		302.74		611,180,832		169.98		442,563,000		200.25		817,386,964		133.74		464,790,285		105.02				850,000,000		103.99		0

				特別利益								1,147,623				2,906,974				749,945		65.35		1,122,615		38.62		608,000		81.07		2,223,422		198.06		13,722,000		2,256.91				8,000,000		359.81

				特別損失								4,064,133				22,525,783				4,607,225		113.36		19,424,614		86.23		22,042,000		478.42		50,322,070		259.06		25,170,000		114.19				7,500,000		14.90

				税金等調整前四半期（当期）純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュン								67,000,000				339,935,938				217,142,720		324.09		592,878,833		174.41		421,129,000		193.94		769,288,316		129.75		453,342,285		107.65				850,500,000		110.56		0

				法人税、住民税及び事業税 ホウジンゼイジュウミンゼイオヨジギョウゼイ								70,000,000				183,585,631				140,310,037				297,433,525				134,770,000				338,385,584				162,733,000						413,809,000

				法人税等調整額 ホウジンゼイトウチョウセイガク								1,701,000				2,959,000				8,632,000				△ 22,496,000				77,707,000				19,646,000				62,387,000						6,691,000

				法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								71,701,000				186,544,631				148,942,037				274,937,525				212,477,000				358,031,584				225,120,000						420,500,000

				四半期（当期）純利益 シハンキジュン								21,000,000				153,391,307				60,000,000		285.71		317,941,308		207.27		208,652,000		347.75		411,256,732		129.35		228,222,285		109.38				430,000,000		104.56

				総資産 ソウシサン								10,250,239,995				10,841,385,869				10,286,933,931		100.36		10,217,957,889		94.25		9,651,957,091		93.83		10,727,972,229		104.99		10,232,340,176		106.01				10,765,000,000		100.35

				純資産 ジュンシサン								7,020,235,816				7,012,294,644				7,035,829,360		100.22		7,199,810,367		102.67		7,288,187,031		103.59		7,535,419,664		104.66		7,677,391,745		105.34				7,812,000,000		103.67						1株当たりの当期純利益の調整 カブアトウキジュンリエキチョウセイ

				自己資本比率 ジコシホンヒリツ								68.49％				64.68％				68.40％		99.87		70.46％		108.94		75.51％		110.39		70.24％		99.69		75.03％		99.36				72.57％		103.32						調整前 チョウセイマエ		53.54円

				１株当たり第２四半期（当期）純利益 ダイシハンキジュン								2.61円				19.10円				7.47円		286.21		39.58円		207.23		25.98円		347.79		51.20円		129.36		28.41円		109.35				53.54円		104.57						調整額 チョウセイガク

				１株当たり第２四半期（当期）配当 ダイシハンキ								5.50円				11.00円				5.50円		100.00		11.00円		100.00		5.50円		100.00		11.00円		100.00		5.50円		100.00				13.00円		118.18						調整後 チョウセイゴ		53.54円

				１株当たり純資産 ジュンシサン								874.01円				873.02円				875.95円		100.22		896.39円		102.68		907.39円		103.59		938.17円		104.66		955.87円		105.34				972.63円		103.67

				発行済株式総数 ハッコウズミカブシキソウスウ								8,046,500株				8,046,500株				8,046,500株		100.00		8,046,500株		100.00		8,046,500株		100.00		8,046,500株		100.00		8,046,500株		100.00				8,046,500株		100.00

				期中平均発行株式数 キチュウヘイキンハッコウカブシキスウ								8,032,239株				8,032,238株				8,032,217株		100.00		8,032,173株		100.00		8,032,007株		100.00		8,032,003株		100.00		8,031,914株		100.00				8,031,881株		100.00

				期末発行株式総数 キマツハッコウカブシキソウスウ								8,032,239株				8,032,229株				8,032,199株		100.00		8,032,010株		100.00		8,032,000株		100.00		8,032,000株		100.00		8,031,849株		100.00				8,031,849株		100.00						グラフデータ用の事業年度 ヨウジギョウネンド		H.23/3

				配当性向 ハイトウセイムカイ												57.59％								27.79％								21.48％										24.28％										H.24/3

				従業員数 ジュウギョウインスウ								286人				281人						0.00		299人		106.41				0.00		312人		104.35				0.00						0.00								H.25/3

				平均給与月額 ヘイキンキュウヨゲツガク

				期別 キベツ								平成２０年３月期 ヘイセイネンガツキ				H.20/3				平成２１年３月期 ヘイセイネンガツキ				H.21/3				平成２２年３月期 ヘイセイネンガツキ				H.22/3				平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ						H.23/3

		（ 利 益 処 分 ） リエキトコロブン																																																自己株式の調整による期中平均発行株式数の算出 ジコカブシキチョウセイキチュウヘイキンハッコウカブシキスウサンシュツ

				優先配当額等 ユウセンハイトウガクトウ								0				0				0				0				0				0				0						0								61.0		発行済株式総数 ハッコウズカブシキソウスウ		自己株式 ジコカブシキ		差引計 サヒケイ

				合計 ゴウケイ								0				0				0				0				0				0				0						0								4.0		8,046,500		14,500		8,032,000株

																																																		5.0		8,046,500		14,572		8,031,928株

																																																		6.0		8,046,500		14,572		8,031,928株

				総資産の増減 ソウシサンゾウゲン								通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				591,145,874				通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				△ 68,976,042				通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				1,076,015,138				３期平均 キヘイキン						532,728,323								7.0		8,046,500		14,572		8,031,928株

				株主資本の増減 カブヌシシホンゾウゲン								通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				△ 7,941,172				通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				163,981,007				通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				247,232,633				３期平均 キヘイキン						134,424,156								8.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		9.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		上期計 カミキケイ		48,279,000株		87,518株		48,191,482株

																																																		10.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		11.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		12.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		1.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		2.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		3.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		下期計 シモキケイ		48,279,000株		87,906株		48,191,094株

																																																		合計 ゴウケイ		96,558,000株		175,424株		96,382,576株

																																																		期中平均　　発行株式数 キチュウヘイキンハッコウカブシキスウ		48,191,482株		6ヶ月		8,031,914円

																																																		期中平均　　発行株式数 キチュウヘイキンハッコウカブシキスウ		96,382,576株		12ヶ月		8,031,881円

																																																		第２四半期純利益及び株主資本の調整 ダイシハンキジュンリエキオヨカブヌシシホンチョウセイ		利益処分による優先配当額他 リエキショブンユウセンハイトウガクタ				0

																																																				調整額 チョウセイガク				0

																																																		当期純利益計画及び計画株主資本の調整 トウキジュンリエキケイカクオヨケイカクカブヌシシホンチョウセイ		利益処分による優先配当額他 リエキショブンユウセンハイトウガクタ				0

																																																				調整額 チョウセイガク				0



各事業部の売上高比率合計が１００％になるように調整する。その後で各部の比率をそれぞれの事業部合計比率に合うように調整する。

各事業部の売上総利益比率合計が１００％になるように調整する。その後で各部の比率をそれぞれの事業部合計比率に合うように調整する。

１株当たり当期配当÷１株当たり当期利益×１００
（１株当たり当期利益は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位の表示にする）

１株当たり当期配当÷１株当たり当期利益×１００
（１株当たり当期利益は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位の表示にする）

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たり当期中間純利益＝（当期中間純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数
第2四半期決算短信の数字と合致させること。
計算式を切上げに変更している。

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

第２四半期の期末発行株式総数

期末期の期中平均発行株式数として利用する。

１株当たり当期中間純利益＝（当期中間純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

期末期の期末発行株式総数として利用する。

第２四半期の期中平均発行株式数

第2四半期決算短信の数字と合致させること。

第2四半期決算短信の数字と合致させること。

第2四半期決算短信の数字と合致させること。

第2四半期決算短信の数字と合致させること。

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数
第2四半期決算短信の数字と合致させること。
計算式を切上げに変更している。

１株当たり当期中間純利益＝（当期中間純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たり当期配当÷１株当たり当期利益×１００
（１株当たり当期利益は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位の表示にする）

１株当たり当期中間純利益＝（当期中間純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たり当期配当÷１株当たり当期利益×１００
（１株当たり当期利益は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位の表示にする）



上期連結計画

		第　　６１　　期　　　上　　期　　　連　　結　　損　　益　　計　　画

																																						（単位：円） タンイエン

												大丸エナウィン㈱ ダイマル		愛媛ベニー分
売 上 　取 消 エヒメブンバイジョウトリケ		修正後 シュウセイゴ		丸信ガス㈱ マルシン		湖東ガス㈱ コトウ		上期
実績合計 カミキジッセキゴウケイ		連結修正仕訳 レンケツシュウセイシワケ										調整額 チョウセイガク		損益調整 ソンエキチョウセイ		上期
連結実績 レンケツジッセキ

																大丸エナウィン㈱								開始仕訳・
投資と資本 カイシシワケトウシシホン		債権債務消去 サイケンサイムショウキョ		損益取引消去 ソンエキトリヒキショウキョ		連結調整
勘定償却 レンケツチョウセイカンジョウショウキャク		未実現利益 ミジツゲンリエキ

		売上高						ぽっぽガス				1,880,530,000				1,880,530,000		245,400,000				2,125,930,000														0		2,125,930,000

								エネルギー				2,362,420,000		△ 68,000,000		2,294,420,000		0				2,294,420,000				△ 124,200,000										△ 124,200,000		2,170,220,000

								住宅設備				1,423,000,000				1,423,000,000		28,900,000				1,451,900,000				△ 28,200,000										△ 28,200,000		1,423,700,000

								エネルギー・住設				3,785,420,000		△ 68,000,000		3,717,420,000		28,900,000		0		3,746,320,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		0		△ 152,400,000		3,593,920,000

								リビング事業部				5,665,950,000		△ 68,000,000		5,597,950,000		274,300,000		0		5,872,250,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		0		△ 152,400,000		5,719,850,000

								アクア事業部				421,050,000				421,050,000		9,250,000				430,300,000				△ 3,800,000										△ 3,800,000		426,500,000

								在宅医療				97,320,000				97,320,000		0				97,320,000														0		97,320,000

								医療ガス				158,000,000				158,000,000		0				158,000,000														0		158,000,000

								産業ガス・機材				496,060,000				496,060,000		0				496,060,000														0		496,060,000

								医療・産業ガス				654,060,000		0		654,060,000		0		0		654,060,000		0		0		0		0		0		0		0		654,060,000

								医療・産業ガス事業部				751,380,000		0		751,380,000		0		0		751,380,000		0		0		0		0		0		0		0		751,380,000

								合計				6,838,380,000		△ 68,000,000		6,770,380,000		283,550,000		0		7,053,930,000		0		△ 156,200,000		0		0		0		0		△ 156,200,000		6,897,730,000

		売上総利益						ぽっぽガス				1,355,200,000				1,355,200,000		152,100,000				1,507,300,000														0		1,507,300,000

								エネルギー				524,310,000				524,310,000		0				524,310,000		300,000		△ 44,100,000										△ 43,800,000		480,510,000

								住宅設備				195,790,000				195,790,000		5,700,000				201,490,000		600,000												600,000		202,090,000

								エネルギー・住設				720,100,000		0		720,100,000		5,700,000		0		725,800,000		900,000		△ 44,100,000		0		0		0		0		△ 43,200,000		682,600,000

								リビング事業部				2,075,300,000		0		2,075,300,000		157,800,000		0		2,233,100,000		900,000		△ 44,100,000		0		0		0		0		△ 43,200,000		2,189,900,000

								アクア事業部				333,250,000				333,250,000		4,750,000				338,000,000		0		0		0								0		338,000,000

								在宅医療				82,770,000				82,770,000		0				82,770,000		0		0		0								0		82,770,000

								医療ガス				94,410,000				94,410,000		0				94,410,000		0		0		0								0		94,410,000

								産業ガス・機材				128,466,000				128,466,000		0				128,466,000		0		0		0								0		128,466,000

								医療・産業ガス				222,876,000		0		222,876,000		0		0		222,876,000		0		0		0		0		0		0		0		222,876,000

								医療・産業ガス事業部				305,646,000		0		305,646,000		0		0		305,646,000		0		0		0		0		0		0		0		305,646,000

								合計				2,714,196,000		0		2,714,196,000		162,550,000		0		2,876,746,000		900,000		△ 44,100,000		0		0		0		0		△ 43,200,000		2,833,546,000

		販管費						販売費				843,920,000				843,920,000		30,710,000				874,630,000		400,000				△ 280,000								120,000		874,750,000

								人件費				861,126,000				861,126,000		46,690,000				907,816,000														0		907,816,000

								その他				725,747,000				725,747,000		84,020,000				809,767,000				△ 44,100,000										△ 44,100,000		765,667,000

								合計				2,430,793,000		0		2,430,793,000		161,420,000		0		2,592,213,000		400,000		△ 44,100,000		△ 280,000		0		0		0		△ 43,980,000		2,548,233,000

				営業利益								283,403,000		0		283,403,000		1,130,000		0		284,533,000		500,000		0		280,000		0		0		0		780,000		285,313,000

				営業外収益								25,320,000				25,320,000		1,200,000				26,520,000		0		0		0								0		26,520,000

				営業外費用								2,420,000				2,420,000		400,000				2,820,000		0		0		0								0		2,820,000

				経常利益								306,303,000		0		306,303,000		1,930,000		0		308,233,000		500,000		0		280,000		0		0		0		780,000		309,013,000

				特別利益								500,000				500,000		0				500,000		0		0		0								0		500,000

				特別損失								1,500,000				1,500,000		0				1,500,000		0		0		0								0		1,500,000

				税金等調整前四半期純利益								305,303,000		0		305,303,000		1,930,000		0		307,233,000		500,000		0		280,000		0		0		0		780,000		308,013,000

				法人税、住民税及び事業税								158,300,000				158,300,000		888,000				159,188,000		0		0		0								0		159,188,000

				法人税等調整額								0				0						0		0		0		0								0		0

				法人税等合計								158,300,000		0		158,300,000		888,000		0		159,188,000		0		0		0		0		0		0		0		159,188,000

				当期純利益 トウキジュンリエキ								147,003,000		0		147,003,000		1,042,000		0		148,045,000		500,000		0		280,000		0		0		0		780,000		148,825,000





上期連結実績

		第　　６１　　期　　　上　　期　　　連　　結　　損　　益　　実　　績

																																						（単位：円） タンイエン

												大丸エナウィン㈱ ダイマル		愛媛ベニー分
売 上 　取 消 エヒメブンバイジョウトリケ		修正後 シュウセイゴ		丸信ガス㈱ マルシン		湖東ガス㈱ コトウ		上期
実績合計 カミキジッセキゴウケイ		連結修正仕訳 レンケツシュウセイシワケ										調整額 チョウセイガク		損益調整 ソンエキチョウセイ		上期
連結実績 レンケツジッセキ				部門 ブモン		連結上期部門別
売上高計画 レンケツカミキブモンベツウリアゲダカケイカク		連結上期部門別
売上高実績 レンケツカミキブモンベツウリアゲダカジッセキ		連結売上高差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツウリアゲダカサガクジッセキヨサン		売上高差額
部門別売上比率 ウリアゲダカサガクブモンベツウリアゲヒリツ

																大丸エナウィン㈱								開始仕訳・
投資と資本 カイシシワケトウシシホン		債権債務消去 サイケンサイムショウキョ		損益取引消去 ソンエキトリヒキショウキョ		連結調整
勘定償却 レンケツチョウセイカンジョウショウキャク		未実現利益 ミジツゲンリエキ

		売上高						ぽっぽガス				1,902,527,316				1,902,527,316		246,241,587		25,552,395		2,174,321,298		0		0		0								0		2,174,321,298				D		2,125,930,000		2,174,321,298		48,391,298		△ 74.80％

								エネルギー				2,567,756,594		△ 68,258,138		2,499,498,456		0		0		2,499,498,456		0		△ 139,968,322		0								△ 139,968,322		2,359,530,134				E		2,170,220,000		2,359,530,134		189,310,134		△ 292.61％

								住宅設備				1,273,622,315				1,273,622,315		29,944,540		3,241,721		1,306,808,576		0		△ 28,244,462		0								△ 28,244,462		1,278,564,114				L		1,423,700,000		1,278,564,114		△ 145,135,886		224.33％

								エネルギー・住設				3,841,378,909		△ 68,258,138		3,773,120,771		29,944,540		3,241,721		3,806,307,032		0		△ 168,212,784		0		0		0		0		△ 168,212,784		3,638,094,248				A		426,500,000		386,053,007		△ 40,446,993		62.52％

								リビング事業部				5,743,906,225		△ 68,258,138		5,675,648,087		276,186,127		28,794,116		5,980,628,330		0		△ 168,212,784		0		0		0		0		△ 168,212,784		5,812,415,546				H		97,320,000		106,380,200		9,060,200		△ 14.00％

								アクア事業部				382,929,304				382,929,304		7,003,303		0		389,932,607		0		△ 3,879,600		0								△ 3,879,600		386,053,007				M		158,000,000		166,110,621		8,110,621		△ 12.54％

								在宅医療				106,380,200				106,380,200		0		0		106,380,200		0		0		0								0		106,380,200				I		496,060,000		491,468,370		△ 4,591,630		7.10％

								医療ガス				166,110,621				166,110,621		0		0		166,110,621		0		0		0								0		166,110,621				計 ケイ		6,897,730,000		6,962,427,744		64,697,744		△ 100.00％

								産業ガス・機材				491,468,370				491,468,370		0		0		491,468,370		0		0		0								0		491,468,370

								医療・産業ガス				657,578,991		0		657,578,991		0		0		657,578,991		0		0		0		0		0		0		0		657,578,991

								医療・産業ガス事業部				763,959,191		0		763,959,191		0		0		763,959,191		0		0		0		0		0		0		0		763,959,191				部門 ブモン		連結上期部門別
売上総利益計画 レンケツカミキブモンベツウリアゲソウリエキケイカク		連結上期部門別
売上総利益実績 レンケツカミキブモンベツウリアゲソウリエキジッセキ		連結売上総利益差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツウリアゲソウリエキサガクジッセキヨサン		売上総利益差額
部門別売上比率 ウリアゲソウリエキサガクブモンベツウリアゲヒリツ

								合計				6,890,794,720		△ 68,258,138		6,822,536,582		283,189,430		28,794,116		7,134,520,128		0		△ 172,092,384		0		0		0		0		△ 172,092,384		6,962,427,744

		売上総利益						ぽっぽガス				1,315,293,733				1,315,293,733		156,311,040		13,768,604		1,485,373,377		0		0		0								0		1,485,373,377				D		1,507,300,000		1,485,373,377		△ 21,926,623		△ 37.18％

								エネルギー				544,623,037				544,623,037		0		0		544,623,037		322,000		△ 44,100,000		0				△ 164,000				△ 43,942,000		500,681,037				E		480,510,000		500,681,037		20,171,037		34.20％

								住宅設備				163,208,010				163,208,010		5,355,935		0		168,563,945		614,000		0		0				△ 444,000				170,000		168,733,945				L		202,090,000		168,733,945		△ 33,356,055		△ 56.55％

								エネルギー・住設				707,831,047		0		707,831,047		5,355,935		0		713,186,982		936,000		△ 44,100,000		0		0		△ 608,000		0		△ 43,772,000		669,414,982				A		338,000,000		306,165,630		△ 31,834,370		△ 53.97％

								リビング事業部				2,023,124,780		0		2,023,124,780		161,666,975		13,768,604		2,198,560,359		936,000		△ 44,100,000		0		0		△ 608,000		0		△ 43,772,000		2,154,788,359				H		82,770,000		80,054,519		△ 2,715,481		△ 4.60％

								アクア事業部				302,840,247				302,840,247		3,325,383		0		306,165,630		0		0		0								0		306,165,630				M		94,410,000		100,095,992		5,685,992		9.64％

								在宅医療				80,054,519				80,054,519		0		0		80,054,519		0		0		0								0		80,054,519				I		128,466,000		133,455,756		4,989,756		8.46％

								医療ガス				100,095,992				100,095,992		0		0		100,095,992		0		0		0								0		100,095,992				計 ケイ		2,833,546,000		2,774,560,256		△ 58,985,744		△ 100.00％

								産業ガス・機材				133,455,756				133,455,756		0		0		133,455,756		0		0		0								0		133,455,756

								医療・産業ガス				233,551,748		0		233,551,748		0		0		233,551,748		0		0		0		0		0		0		0		233,551,748

								医療・産業ガス事業部				313,606,267		0		313,606,267		0		0		313,606,267		0		0		0		0		0		0		0		313,606,267				項目 コウモク		連結上期
販管費計画 レンケツカミキハンカンヒケイカク		連結上期
販管費実績 レンケツカミキハンカンヒジッセキ		連結販管費差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツハンカンヒサガクジッセキヨサン		販管費差額
項目比率 ハンカンヒサガクコウモクヒリツ

								合計				2,639,571,294		0		2,639,571,294		164,992,358		13,768,604		2,818,332,256		936,000		△ 44,100,000		0		0		△ 608,000		0		△ 43,772,000		2,774,560,256

		販管費						販売費				713,029,138				713,029,138		30,199,897		0		743,229,035		414,000		0		△ 291,000				3,350,045				3,473,045		746,702,080				販売費 ハンバイヒ		874,350,000		746,702,080		△ 127,647,920		△ 104.76％

								人件費				852,011,787				852,011,787		46,184,211		5,155,398		903,351,396		0		0		0								0		903,351,396				人件費 ジンケンヒ		908,216,000		903,351,396		△ 4,864,604		△ 3.99％

								その他				725,953,560				725,953,560		87,418,004		7,052,481		820,424,045		0		△ 44,100,000		0								△ 44,100,000		776,324,045				その他 タ		765,667,000		776,324,045		10,657,045		8.75％

								合計				2,290,994,485		0		2,290,994,485		163,802,112		12,207,879		2,467,004,476		414,000		△ 44,100,000		△ 291,000		0		3,350,045		0		△ 40,626,955		2,426,377,521				計 ケイ		2,548,233,000		2,426,377,521		△ 121,855,479		△ 100.00％

				営業利益								348,576,809		0		348,576,809		1,190,246		1,560,725		351,327,780		522,000		0		291,000		0		△ 3,958,045		0		△ 3,145,045		348,182,735				※ 下期見込 15百万円程度の予算比での増加が見込まれる。 シモキミコミヒャクマンエンテイドヨサンヒゾウカミコ

				営業外収益								22,573,143				22,573,143		4,565,745		66,138		27,205,026		0		0		0								0		27,205,026				項目 コウモク		連結上期
営業外損益計画 レンケツカミキエイギョウガイソンエキケイカク		連結上期
営業外損益実績 レンケツカミキエイギョウガイソンエキジッセキ		連結営業外損益差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツエイギョウガイソンエキサガクジッセキヨサン

				営業外費用								1,625,841				1,625,841		0		0		1,625,841		0		0		0								0		1,625,841

				経常利益								369,524,111		0		369,524,111		5,755,991		1,626,863		376,906,965		522,000		0		291,000		0		△ 3,958,045		0		△ 3,145,045		373,761,920				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ		26,520,000		27,205,026		685,026

				特別利益								6,714,183				6,714,183		0		0		6,714,183		0		0		0								0		6,714,183				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ		2,820,000		1,625,841		△ 1,194,159

				特別損失								1,678,902				1,678,902		0		0		1,678,902		0		0		0								0		1,678,902

				税金等調整前四半期純利益								374,559,392		0		374,559,392		5,755,991		1,626,863		381,942,246		522,000		0		291,000		0		△ 3,958,045		0		△ 3,145,045		378,797,201				項目 コウモク		連結上期
特別損益計画 レンケツカミキトクベツソンエキケイカク		連結上期
特別損益実績 レンケツカミキトクベツソンエキジッセキ		連結特別損益差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツトクベツソンエキサガクジッセキヨサン

				法人税、住民税及び事業税								173,109,344				173,109,344		104,250		530,000		173,743,594		0		0		0								0		173,743,594

				法人税等調整額								6,691,000				6,691,000		0		0		6,691,000		0		0		0								0		6,691,000				特別利益 トクベツリエキ		500,000		6,714,183		6,214,183

				法人税等合計								179,800,344		0		179,800,344		104,250		530,000		180,434,594		0		0		0		0		0		0		0		180,434,594				特別損失 トクベツソンシツ		1,500,000		1,678,902		178,902

				当期純利益 トウキジュンリエキ								194,759,048		0		194,759,048		5,651,741		1,096,863		201,507,652		522,000		0		291,000		0		△ 3,958,045		0		△ 3,145,045		198,362,607				※ 予算外にて役員退職功労加算金 19,344,000円が発生した。 ヨサンガイヤクインタイショクコウロウカサンキンエンハッセイ





上期連結調整仕訳

		第　　６１　　期　　　上　　期　　　連　　結　　調　　整　　仕　　訳

																												（単位：円） タンイエン

												丸信ガス㈱連結修正仕訳						丸信ガス㈱		湖東ガス㈱連結修正仕訳						湖東ガス㈱		損益調整

												開始仕訳・
投資と資本 カイシシワケトウシシホン		債権債務消去 サイケンサイムショウキョ		損益取引消去 ソンエキトリヒキショウキョ		損益調整		開始仕訳・
投資と資本 カイシシワケトウシシホン		債権債務消去 サイケンサイムショウキョ		損益取引消去 ソンエキトリヒキショウキョ		損益調整		合計 ゴウケイ

		売上高						ぽっぽガス										0								0		0

								エネルギー						△ 124,247,459				△ 124,247,459				△ 15,720,863				△ 15,720,863		△ 139,968,322

								住宅設備						△ 28,244,462				△ 28,244,462								0		△ 28,244,462

								エネルギー・住設				0		△ 152,491,921		0		△ 152,491,921		0		△ 15,720,863		0		△ 15,720,863		△ 168,212,784

								リビング事業部				0		△ 152,491,921		0		△ 152,491,921		0		△ 15,720,863		0		△ 15,720,863		△ 168,212,784

								アクア事業部						△ 3,879,600				△ 3,879,600								0		△ 3,879,600

								在宅医療										0								0		0

								医療ガス										0								0		0

								産業ガス・機材										0								0		0

								医療・産業ガス				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								医療・産業ガス事業部				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計				0		△ 156,371,521		0		△ 156,371,521		0		△ 15,720,863		0		△ 15,720,863		△ 172,092,384

		売上総利益						ぽっぽガス										0								0		0

								エネルギー				322,000		△ 44,100,000				△ 43,778,000								0		△ 43,778,000

								住宅設備				614,000						614,000								0		614,000

								エネルギー・住設				936,000		△ 44,100,000		0		△ 43,164,000		0		0		0		0		△ 43,164,000

								リビング事業部				936,000		△ 44,100,000		0		△ 43,164,000		0		0		0		0		△ 43,164,000

								アクア事業部										0								0		0

								在宅医療										0								0		0

								医療ガス										0								0		0

								産業ガス・機材										0								0		0

								医療・産業ガス				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								医療・産業ガス事業部				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計				936,000		△ 44,100,000		0		△ 43,164,000		0		0		0		0		△ 43,164,000

		販管費						販売費				414,000				△ 275,000		139,000						△ 16,000		△ 16,000		123,000

								人件費										0								0		0

								その他						△ 44,100,000				△ 44,100,000								0		△ 44,100,000

								合計				414,000		△ 44,100,000		△ 275,000		△ 43,961,000		0		0		△ 16,000		△ 16,000		△ 43,977,000

				営業利益								522,000		0		275,000		797,000		0		0		16,000		16,000		813,000

				営業外収益														0								0		0

				営業外費用														0								0		0

				経常利益								522,000		0		275,000		797,000		0		0		16,000		16,000		813,000

				特別利益														0								0		0

				特別損失														0								0		0

				税金等調整前四半期純利益								522,000		0		275,000		797,000		0		0		16,000		16,000		813,000

				法人税、住民税及び事業税														0								0		0

				法人税等調整額														0								0		0

				法人税等合計								0		0		0		0		0		0		0		0		0

				当期純利益 トウキジュンリエキ								522,000		0		275,000		797,000		0		0		16,000		16,000		813,000





下期連結計画

		第　　６１　　期　　　下　　期　　　連　　結　　損　　益　　計　　画　　見　　込

																																						（単位：円）

												大丸エナウィン㈱		愛媛ベニー分
売 上 　取 消		修正後		丸信ガス㈱		湖東ガス㈱ コトウ		下期計画
見込合計 シモキミコミゴウケイ		連結修正仕訳										調整額		損益調整		下期連結
計画見込 シモケイカクミコミ				部門 ブモン		連結通期部門別
売上高計画 レンケツツウキブモンベツウリアゲダカケイカク		連結通期部門別
売上高実績見込 レンケツツウキブモンベツウリアゲダカジッセキミコミ		連結売上高差額
（実績見込－計画） レンケツウリアゲダカサガクジッセキミコミケイカク

																大丸エナウィン㈱								開始仕訳・
投資と資本		債権債務消去		損益取引消去		連結調整
勘定償却		未実現利益

		売上高						ぽっぽガス				2,406,670,000				2,406,670,000		307,300,000				2,713,970,000		0		0		0						△ 3,291,298		△ 3,291,298		2,710,678,702				D		4,840,000,000		4,885,000,000		45,000,000

								エネルギー				3,285,260,000		△ 72,500,000		3,212,760,000						3,212,760,000		0		△ 124,200,000		0						2,909,866		△ 121,290,134		3,091,469,866				E		5,314,000,000		5,451,000,000		137,000,000

								住宅設備				1,688,000,000				1,688,000,000		31,100,000				1,719,100,000		0		△ 28,200,000		0						△ 12,464,114		△ 40,664,114		1,678,435,886				L		3,108,000,000		2,957,000,000		△ 151,000,000

								エネルギー・住設				4,973,260,000		△ 72,500,000		4,900,760,000		31,100,000		0		4,931,860,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		△ 9,554,248		△ 161,954,248		4,769,905,752				A		876,000,000		832,000,000		△ 44,000,000

								リビング事業部				7,379,930,000		△ 72,500,000		7,307,430,000		338,400,000		0		7,645,830,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		△ 12,845,546		△ 165,245,546		7,480,584,454				H		221,400,000		230,400,000		9,000,000

								アクア事業部				441,650,000				441,650,000		9,750,000				451,400,000		0		△ 3,800,000		0						△ 1,653,007		△ 5,453,007		445,946,993				M		326,600,000		334,600,000		8,000,000

								在宅医療				124,080,000				124,080,000						124,080,000		0		0		0						△ 60,200		△ 60,200		124,019,800				I		1,014,000,000		1,010,000,000		△ 4,000,000

								医療ガス				168,600,000				168,600,000						168,600,000		0		0		0						△ 110,621		△ 110,621		168,489,379				計 ケイ		15,700,000,000		15,700,000,000		0

								産業ガス・機材				517,540,000				517,540,000						517,540,000		0		0		0						991,630		991,630		518,531,630

								医療・産業ガス				686,140,000		0		686,140,000		0		0		686,140,000		0		0		0		0		0		881,009		881,009		687,021,009

								医療・産業ガス事業部				810,220,000		0		810,220,000		0		0		810,220,000		0		0		0		0		0		820,809		820,809		811,040,809				部門 ブモン		連結通期部門別
売上総利益計画 レンケツツウキブモンベツウリアゲソウリエキケイカク		連結通期部門別
売上総利益実績見込 レンケツツウキブモンベツウリアゲソウリエキジッセキミコミ		連結売上総利益差額
（実績見込－計画） レンケツウリアゲソウリエキサガクジッセキミコミケイカク

								合計				8,631,800,000		△ 72,500,000		8,559,300,000		348,150,000		0		8,907,450,000		0		△ 156,200,000		0		0		0		△ 13,677,744		△ 169,877,744		8,737,572,256														上期総利益比率実績 カミキソウリエキヒリツジッセキ		上期計画売上高 カミキケイカクウリアゲダカ		上期差額売上高 カミキサガクウリアゲダカ		上期差額比率 カミキサガクヒリツ		上期売上調整 カミキウリアゲチョウセイ

		売上総利益						ぽっぽガス				1,559,910,000				1,559,910,000		175,900,000				1,735,810,000		0		0		0						△ 40,183,377		△ 40,183,377		1,695,626,623				D		3,243,100,000		3,181,000,000		△ 62,100,000				6,831.0%		4,657,000,000		△ 91,000,000		△ 1,509.0%		△ 3,000,000

								エネルギー				598,860,000				598,860,000						598,860,000		200,000		△ 44,100,000		0						△ 9,641,037		△ 53,541,037		545,318,963				E		1,023,400,000		1,046,000,000		22,600,000				2,122.0%		4,929,000,000		107,000,000		1,774.0%		3,000,000

								住宅設備				218,210,000				218,210,000		6,300,000				224,510,000		300,000		0		0						△ 38,543,945		△ 38,243,945		186,266,055				L		425,600,000		355,000,000		△ 70,600,000				1,320.0%		2,689,000,000		△ 535,000,000		△ 8,872.0%		△ 13,000,000

								エネルギー・住設				817,070,000		0		817,070,000		6,300,000		0		823,370,000		500,000		△ 44,100,000		0		0		0		△ 48,184,982		△ 91,784,982		731,585,018				A		680,900,000		616,900,000		△ 64,000,000				7,931.0%		778,000,000		△ 81,000,000		△ 1,343.0%		△ 2,000,000

								リビング事業部				2,376,980,000		0		2,376,980,000		182,200,000		0		2,559,180,000		500,000		△ 44,100,000		0		0		0		△ 88,368,359		△ 131,968,359		2,427,211,641				H		187,600,000		181,100,000		△ 6,500,000				7,525.0%		241,000,000		△ 9,000,000		△ 149.0%		0

								アクア事業部				338,120,000				338,120,000		4,850,000				342,970,000		0		0		0						△ 32,235,630		△ 32,235,630		310,734,370				M		194,700,000		195,700,000		1,000,000				6,026.0%		325,000,000		2,000,000		33.0%		0

								在宅医療				104,830,000				104,830,000						104,830,000		0		0		0						△ 3,784,519		△ 3,784,519		101,045,481				I		264,200,000		265,200,000		1,000,000				2,715.0%		977,000,000		4,000,000		66.0%		0

								医療ガス				100,290,000				100,290,000						100,290,000		0		0		0						△ 4,685,992		△ 4,685,992		95,604,008				計 ケイ		6,019,500,000		5,840,900,000		△ 178,600,000				3,985.0%		14,596,000,000		△ 603,000,000		△ 10,000.0%		15,000,000

								産業ガス・機材				135,734,000				135,734,000						135,734,000		0		0		0						△ 3,989,756		△ 3,989,756		131,744,244

								医療・産業ガス				236,024,000		0		236,024,000		0		0		236,024,000		0		0		0		0		0		△ 8,675,748		△ 8,675,748		227,348,252

								医療・産業ガス事業部				340,854,000		0		340,854,000		0		0		340,854,000		0		0		0		0		0		△ 12,460,267		△ 12,460,267		328,393,733				項目 コウモク		連結通期
販管費計画 レンケツツウキハンカンヒケイカク		連結通期
販管費実績見込 レンケツツウキハンカンヒジッセキミコミ		連結販管費差額
（実績見込－計画） レンケツハンカンヒサガクジッセキミコミケイカク

								合計				3,055,954,000		0		3,055,954,000		187,050,000		0		3,243,004,000		500,000		△ 44,100,000		0		0		0		△ 133,064,256		△ 176,664,256		3,066,339,744

		販管費						販売費				943,008,000				943,008,000		25,490,000				968,498,000		400,000		0		△ 280,000						△ 54,020,080		△ 53,900,080		914,597,920				販売費 ハンバイヒ		1,861,900,000		1,661,300,000		△ 200,600,000

								人件費				818,200,000				818,200,000		43,380,000				861,580,000		0		0		0						△ 531,396		△ 531,396		861,048,604				人件費 ジンケンヒ		1,767,400,000		1,764,400,000		△ 3,000,000

								その他				771,329,000				771,329,000		91,310,000				862,639,000		0		△ 44,100,000		0						14,336,955		△ 29,763,045		832,875,955				その他 タ		1,584,200,000		1,609,200,000		25,000,000

								合計				2,532,537,000		0		2,532,537,000		160,180,000		0		2,692,717,000		400,000		△ 44,100,000		△ 280,000		0		0		△ 40,214,521		△ 84,194,521		2,608,522,479				計 ケイ		5,213,500,000		5,034,900,000		△ 178,600,000

				営業利益								523,417,000		0		523,417,000		26,870,000		0		550,287,000		100,000		0		280,000		0		0		△ 92,849,735		△ 92,469,735		457,817,265

				営業外収益								22,630,000				22,630,000		1,000,000				23,630,000		0		0		0						△ 1,835,026		△ 1,835,026		21,794,974				項目 コウモク		連結通期
営業外損益計画 レンケツツウキエイギョウガイソンエキケイカク		連結通期
営業外損益
実績見込 レンケツツウキエイギョウガイソンエキジッセキミコミ		連結営業外損益差額
（実績見込－計画） レンケツエイギョウガイソンエキサガクジッセキミコミケイカク

				営業外費用								2,350,000				2,350,000		300,000				2,650,000		0		0		0						724,159		724,159		3,374,159

				経常利益								543,697,000		0		543,697,000		27,570,000		0		571,267,000		100,000		0		280,000		0		0		△ 95,408,920		△ 95,028,920		476,238,080				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ		49,000,000		49,000,000		0

				特別利益								500,000				500,000						500,000		0		0		0						785,817		785,817		1,285,817				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ		5,000,000		5,000,000		0

				特別損失								1,500,000				1,500,000						1,500,000		0		0		0						4,321,098		4,321,098		5,821,098

				税金等調整前四半期純利益								542,697,000		0		542,697,000		27,570,000		0		570,267,000		100,000		0		280,000		0		0		△ 98,944,201		△ 98,564,201		471,702,799				項目 コウモク		連結通期
特別損益計画 レンケツツウキトクベツソンエキケイカク		連結通期
特別損益
実績見込 レンケツツウキトクベツソンエキジッセキミコミ		連結特別損益差額
（実績見込－計画） レンケツトクベツソンエキサガクジッセキミコミケイカク

				法人税、住民税及び事業税								272,700,000				272,700,000		△ 4,250				272,695,750		0		0		0						△ 32,630,344		△ 32,630,344		240,065,406

				法人税等調整額								0				0						0		0		0		0						0		0		0				特別利益 トクベツリエキ		1,000,000		8,000,000		7,000,000

				法人税等合計								272,700,000		0		272,700,000		△ 4,250		0		272,695,750		0		0		0		0		0		△ 32,630,344		△ 32,630,344		240,065,406				特別損失 トクベツソンシツ		3,000,000		7,500,000		4,500,000

				当期純利益 トウキジュンリエキ								269,997,000		0		269,997,000		27,574,250		0		297,571,250		100,000		0		280,000		0		0		△ 66,313,857		△ 65,933,857		231,637,393

				※ 丸信ガス㈱・湖東ガス㈱の接待交際費予算が 3,000,000円以内と仮定して、法人税等金額を下記の計算式にて算出することとした。 マルシンコトウイナイカテイジンゼイナドキンガク　カキケイサンシキサンシュツ

				　　法人税等金額 ＝ （ 税金等調整前当期純利益 ＋ （ 接待交際費 1,5000,000円 × 10%）） × 46% （ 万円を四捨五入 ） セッタイコウサイヒエンマンエンシシャゴニュウ

				　　なお、丸信ガス㈱は欠損法人であるため法人税等の支払は法人地方税の均等割りぐらいとなるが、連結損益予算においては無視して予算策定する。 マルシンケッソンホウジンホウジンゼイトウシハライホウジンチホウゼイキントウワレンケツソンエキヨサンムシヨサンサクテイ





下期連結調整仕訳

		第　　６１　　期　　　下　　期　　　連　　結　　調　　整　　仕　　訳　　見　　込

																												（単位：円）

												丸信ガス㈱連結修正仕訳						丸信ガス㈱		湖東ガス㈱連結修正仕訳						湖東ガス㈱		損益調整

												開始仕訳・
投資と資本		債権債務消去		損益取引消去		損益調整		開始仕訳・
投資と資本		債権債務消去		損益取引消去		損益調整		合計

		売上高						ぽっぽガス										0								0		0

								エネルギー						△ 124,200,000				△ 124,200,000								0		△ 124,200,000

								住宅設備						△ 28,200,000				△ 28,200,000								0		△ 28,200,000

								エネルギー・住設				0		△ 152,400,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		0		△ 152,400,000

								リビング事業部				0		△ 152,400,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		0		△ 152,400,000

								アクア事業部						△ 3,800,000				△ 3,800,000								0		△ 3,800,000

								在宅医療										0								0		0

								医療ガス										0								0		0

								産業ガス・機材										0								0		0

								医療・産業ガス				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								医療・産業ガス事業部				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計				0		△ 156,200,000		0		△ 156,200,000		0		0		0		0		△ 156,200,000

		売上総利益						ぽっぽガス										0								0		0

								エネルギー				200,000		△ 44,100,000				△ 43,900,000								0		△ 43,900,000

								住宅設備				300,000						300,000								0		300,000

								エネルギー・住設				500,000		△ 44,100,000		0		△ 43,600,000		0		0		0		0		△ 43,600,000

								リビング事業部				500,000		△ 44,100,000		0		△ 43,600,000		0		0		0		0		△ 43,600,000

								アクア事業部										0								0		0

								在宅医療										0								0		0

								医療ガス										0								0		0

								産業ガス・機材										0								0		0

								医療・産業ガス				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								医療・産業ガス事業部				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計				500,000		△ 44,100,000		0		△ 43,600,000		0		0		0		0		△ 43,600,000

		販管費						販売費				400,000				△ 280,000		120,000								0		120,000

								人件費										0								0		0

								その他						△ 44,100,000				△ 44,100,000								0		△ 44,100,000

								合計				400,000		△ 44,100,000		△ 280,000		△ 43,980,000		0		0		0		0		△ 43,980,000

				営業利益								100,000		0		280,000		380,000		0		0		0		0		380,000

				営業外収益														0								0		0

				営業外費用														0								0		0

				経常利益								100,000		0		280,000		380,000		0		0		0		0		380,000

				特別利益														0								0		0

				特別損失														0								0		0

				税金等調整前四半期純利益								100,000		0		280,000		380,000		0		0		0		0		380,000

				法人税、住民税及び事業税														0								0		0

				法人税等調整額														0								0		0

				法人税等合計								0		0		0		0		0		0		0		0		0

				当期純利益 トウキジュンリエキ								100,000		0		280,000		380,000		0		0		0		0		380,000





通期連結計画

		第　　６１　　期　　　通　　期　　　連　　結　　損　　益　　計　　画　　見　　込

																																						（単位：円）

												大丸エナウィン㈱		愛媛ベニー分
売 上 　取 消		修正後		丸信ガス㈱		湖東ガス㈱ コトウ		通期計画
見込合計 ツウキミコミゴウケイ		連結修正仕訳										調整額		損益調整		通期連結
計画見込 ツウケイカクミコミ

																大丸エナウィン㈱								開始仕訳・
投資と資本		債権債務消去		損益取引消去		連結調整
勘定償却		未実現利益

		売上高						ぽっぽガス				4,309,197,316		0		4,309,197,316		553,541,587		25,552,395		4,888,291,298		0		0		0		0		0		△ 3,291,298		△ 3,291,298		4,885,000,000

								エネルギー				5,853,016,594		△ 140,758,138		5,712,258,456		0		0		5,712,258,456		0		△ 264,168,322		0		0		0		2,909,866		△ 261,258,456		5,451,000,000

								住宅設備				2,961,622,315		0		2,961,622,315		61,044,540		3,241,721		3,025,908,576		0		△ 56,444,462		0		0		0		△ 12,464,114		△ 68,908,576		2,957,000,000

								エネルギー・住設				8,814,638,909		△ 140,758,138		8,673,880,771		61,044,540		3,241,721		8,738,167,032		0		△ 320,612,784		0		0		0		△ 9,554,248		△ 330,167,032		8,408,000,000

								リビング事業部				13,123,836,225		△ 140,758,138		12,983,078,087		614,586,127		28,794,116		13,626,458,330		0		△ 320,612,784		0		0		0		△ 12,845,546		△ 333,458,330		13,293,000,000

								アクア事業部				824,579,304		0		824,579,304		16,753,303		0		841,332,607		0		△ 7,679,600		0		0		0		△ 1,653,007		△ 9,332,607		832,000,000

								在宅医療				230,460,200		0		230,460,200		0		0		230,460,200		0		0		0		0		0		△ 60,200		△ 60,200		230,400,000

								医療ガス				334,710,621		0		334,710,621		0		0		334,710,621		0		0		0		0		0		△ 110,621		△ 110,621		334,600,000

								産業ガス・機材				1,009,008,370		0		1,009,008,370		0		0		1,009,008,370		0		0		0		0		0		991,630		991,630		1,010,000,000

								医療・産業ガス				1,343,718,991		0		1,343,718,991		0		0		1,343,718,991		0		0		0		0		0		881,009		881,009		1,344,600,000

								医療・産業ガス事業部				1,574,179,191		0		1,574,179,191		0		0		1,574,179,191		0		0		0		0		0		820,809		820,809		1,575,000,000

								合計				15,522,594,720		△ 140,758,138		15,381,836,582		631,339,430		28,794,116		16,041,970,128		0		△ 328,292,384		0		0		0		△ 13,677,744		△ 341,970,128		15,700,000,000

		売上総利益						ぽっぽガス				2,875,203,733		0		2,875,203,733		332,211,040		13,768,604		3,221,183,377		0		0		0		0		0		△ 40,183,377		△ 40,183,377		3,181,000,000				6,512.0%

								エネルギー				1,143,483,037		0		1,143,483,037		0		0		1,143,483,037		522,000		△ 88,200,000		0		0		△ 164,000		△ 9,641,037		△ 97,483,037		1,046,000,000				1,919.0%

								住宅設備				381,418,010		0		381,418,010		11,655,935		0		393,073,945		914,000		0		0		0		△ 444,000		△ 38,543,945		△ 38,073,945		355,000,000				1,201.0%

								エネルギー・住設				1,524,901,047		0		1,524,901,047		11,655,935		0		1,536,556,982		1,436,000		△ 88,200,000		0		0		△ 608,000		△ 48,184,982		△ 135,556,982		1,401,000,000				1,666.0%

								リビング事業部				4,400,104,780		0		4,400,104,780		343,866,975		13,768,604		4,757,740,359		1,436,000		△ 88,200,000		0		0		△ 608,000		△ 88,368,359		△ 175,740,359		4,582,000,000				3,447.0%

								アクア事業部				640,960,247		0		640,960,247		8,175,383		0		649,135,630		0		0		0		0		0		△ 32,235,630		△ 32,235,630		616,900,000				7,415.0%

								在宅医療				184,884,519		0		184,884,519		0		0		184,884,519		0		0		0		0		0		△ 3,784,519		△ 3,784,519		181,100,000				7,860.0%

								医療ガス				200,385,992		0		200,385,992		0		0		200,385,992		0		0		0		0		0		△ 4,685,992		△ 4,685,992		195,700,000				5,849.0%

								産業ガス・機材				269,189,756		0		269,189,756		0		0		269,189,756		0		0		0		0		0		△ 3,989,756		△ 3,989,756		265,200,000				2,626.0%

								医療・産業ガス				469,575,748		0		469,575,748		0		0		469,575,748		0		0		0		0		0		△ 8,675,748		△ 8,675,748		460,900,000				3,428.0%

								医療・産業ガス事業部				654,460,267		0		654,460,267		0		0		654,460,267		0		0		0		0		0		△ 12,460,267		△ 12,460,267		642,000,000				4,076.0%

								合計				5,695,525,294		0		5,695,525,294		352,042,358		13,768,604		6,061,336,256		1,436,000		△ 88,200,000		0		0		△ 608,000		△ 133,064,256		△ 220,436,256		5,840,900,000				3,720.0%

		販管費						販売費				1,656,037,138		0		1,656,037,138		55,689,897		0		1,711,727,035		814,000		0		△ 571,000		0		3,350,045		△ 54,020,080		△ 50,427,035		1,661,300,000

								人件費				1,670,211,787		0		1,670,211,787		89,564,211		5,155,398		1,764,931,396		0		0		0		0		0		△ 531,396		△ 531,396		1,764,400,000

								その他				1,497,282,560		0		1,497,282,560		178,728,004		7,052,481		1,683,063,045		0		△ 88,200,000		0		0		0		14,336,955		△ 73,863,045		1,609,200,000

								合計				4,823,531,485		0		4,823,531,485		323,982,112		12,207,879		5,159,721,476		814,000		△ 88,200,000		△ 571,000		0		3,350,045		△ 40,214,521		△ 124,821,476		5,034,900,000

				営業利益								871,993,809		0		871,993,809		28,060,246		1,560,725		901,614,780		622,000		0		571,000		0		△ 3,958,045		△ 92,849,735		△ 95,614,780		806,000,000

				営業外収益								45,203,143		0		45,203,143		5,565,745		66,138		50,835,026		0		0		0		0		0		△ 1,835,026		△ 1,835,026		49,000,000

				営業外費用								3,975,841		0		3,975,841		300,000		0		4,275,841		0		0		0		0		0		724,159		724,159		5,000,000

				経常利益								913,221,111		0		913,221,111		33,325,991		1,626,863		948,173,965		622,000		0		571,000		0		△ 3,958,045		△ 95,408,920		△ 98,173,965		850,000,000

				特別利益								7,214,183		0		7,214,183		0		0		7,214,183		0		0		0		0		0		785,817		785,817		8,000,000

				特別損失								3,178,902		0		3,178,902		0		0		3,178,902		0		0		0		0		0		4,321,098		4,321,098		7,500,000

				税金等調整前当期純利益								917,256,392		0		917,256,392		33,325,991		1,626,863		952,209,246		622,000		0		571,000		0		△ 3,958,045		△ 98,944,201		△ 101,709,246		850,500,000

				法人税、住民税及び事業税								445,809,344		0		445,809,344		100,000		530,000		446,439,344		0		0		0		0		0		△ 32,630,344		△ 32,630,344		413,809,000

				法人税等調整額								6,691,000		0		6,691,000		0		0		6,691,000		0		0		0		0		0		0		0		6,691,000

				法人税等合計								452,500,344		0		452,500,344		100,000		530,000		453,130,344		0		0		0		0		0		△ 32,630,344		△ 32,630,344		420,500,000

				当期純利益 トウキジュンリエキ								464,756,048		0		464,756,048		33,225,991		1,096,863		499,078,902		622,000		0		571,000		0		△ 3,958,045		△ 66,313,857		△ 69,078,902		430,000,000

				※ 丸信ガス㈱の接待交際費予算が 3,000,000円程度であるため、丸信ガス㈱の法人税等金額は、下記の計算式にて算出することとした。 マルシンマルシンジンゼイナドキンガク　カキケイサンシキサンシュツ

				　　法人税等金額 ＝ （ 税金等調整前当期純利益 ＋ （ 接待交際費 3,000,000円 × 10%）） × 46% （ 万円を四捨五入 ） セッタイコウサイヒエンマンエンシシャゴニュウ

				　　なお、丸信ガス㈱は欠損法人であるため法人税等の支払は法人地方税の均等割りぐらいとなるが、連結損益予算においては無視して予算策定する。 マルシンケッソンホウジンホウジンゼイトウシハライホウジンチホウゼイキントウワレンケツソンエキヨサンムシヨサンサクテイ





総合資料（ＢＳ）

		第２四半期連結比較貸借対照表  ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウ

																												（単位：円） タンイエン

		資産の部 シサンブ

																平成２２年３月期		平成２３年３月期		平成２２年３月期		前第２四半期比 ゼンダイシハンキヒ				前期末比 ゼンキマツヒ

																第２四半期 ダイシハンキ		第２四半期 ダイシハンキ		期末 キスエ		増減 ゾウゲン		％		増減 ゾウゲン		％

				流動資産 リュウドウシサン												4,360,399,171		4,931,659,745		5,633,557,847		571,260,574		13.1		△ 701,898,102		△ 12.5

						現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										1,868,442,208		2,290,720,599		2,226,385,678		422,278,391		22.6		64,334,921		2.9

						受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										1,838,803,280		1,836,635,235		2,526,524,974		△ 2,168,045		△ 0.1		△ 689,889,739		△ 27.3

						商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										326,817,311		348,211,476		387,376,711		21,394,165		6.5		△ 39,165,235		△ 10.1

						繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										84,420,000		90,391,000		84,038,000		5,971,000		7.1		6,353,000		7.6

						その他 タ										251,118,677		376,997,186		423,223,679		125,878,509		50.1		△ 46,226,493		△ 10.9

						貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 9,202,305		△ 11,295,751		△ 13,991,195		△ 2,093,446		△ 22.7		2,695,444		19.3

				固定資産 コテイシサン												5,291,557,920		5,300,680,431		5,094,414,382		9,122,511		0.2		206,266,049		4.0

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,645,175,848		3,836,943,553		3,601,184,787		191,767,705		5.3		235,758,766		6.5

								建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ								775,846,321		815,472,497		811,048,985		39,626,176		5.1		4,423,512		0.5

								機械装置及び運搬具								1,051,667,534		966,722,428		1,008,522,044		△ 84,945,106		△ 8.1		△ 41,799,616		△ 4.1

								土地 トチ								1,570,074,544		1,661,802,377		1,552,013,806		91,727,833		5.8		109,788,571		7.1

								リース資産 シサン								73,052,700		93,233,600		75,984,100		20,180,900		27.6		17,249,500		22.7

								その他 タ								174,534,749		299,712,651		153,615,852		125,177,902		71.7		146,096,799		95.1

						無形固定資産 ムケイコテイシサン										1,165,465,232		1,024,887,783		1,026,023,979		△ 140,577,449		△ 12.1		△ 1,136,196		△ 0.1

								のれん								1,087,783,681		926,752,304		958,717,557		△ 161,031,377		△ 14.8		△ 31,965,253		△ 3.3

								その他 タ								77,681,551		98,135,479		67,306,422		20,453,928		26.3		30,829,057		45.8

						投資その他の資産 ナシタシサン										480,916,840		438,849,095		467,205,616		△ 42,067,745		△ 8.7		△ 28,356,521		△ 6.1

								投資有価証券 トウシユウカショウケン								216,775,720		200,885,920		221,261,320		△ 15,889,800		△ 7.3		△ 20,375,400		△ 9.2

								関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								21,200,000		21,200,000		21,200,000		―		―		―		―

								その他 ソノタ								267,067,141		229,200,602		237,181,723		△ 37,866,539		△ 14.2		△ 7,981,121		△ 3.4

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 24,126,021		△ 12,437,427		△ 12,437,427		11,688,594		48.4		―		―

				資産合計 シサンゴウケイ												9,651,957,091		10,232,340,176		10,727,972,229		580,383,085		6.0		△ 495,632,053		△ 4.6

		負債の部 フサイブ

				流動負債 リュウドウフサイ												1,951,712,215		2,141,585,301		2,785,813,969		189,873,086		9.7		△ 644,228,668		△ 23.1

						支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										1,465,522,123		1,422,081,305		2,092,367,780		△ 43,440,818		△ 3.0		△ 670,286,475		△ 32.0

						短期借入金 タンキカリイレキン										―		―		―		―		―		―		―

						リース債務 サイム										17,830,260		26,312,580		20,333,880		8,482,320		47.6		5,978,700		29.4

						未払法人税等 ミハライホウジンゼイナド										110,404,200		183,234,250		235,208,500		72,830,050		66.0		△ 51,974,250		△ 22.1

						役員賞与引当金 ヤクインショウヨヒキアテキン										10,000,000		12,000,000		23,960,000		2,000,000		20.0		△ 11,960,000		△ 49.9

						その他 タ										347,955,632		497,957,166		413,943,809		150,001,534		43.1		84,013,357		20.3

				固定負債 ガタマリサダムフサイ												412,057,845		413,363,130		406,738,596		1,305,285		0.3		6,624,534		1.6

						長期未払金 チョウキミバラキン										83,304,244		88,146,713		82,663,954		4,842,469		5.8		5,482,759		6.6

						リース債務 サイム										58,875,075		71,582,700		59,449,425		12,707,625		21.6		12,133,275		20.4

						繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										65,735,000		58,123,000		53,331,000		△ 7,612,000		△ 11.6		4,792,000		9.0

						役員退職慰労引当金										132,390,000		124,861,500		140,418,000		△ 7,528,500		△ 5.7		△ 15,556,500		△ 11.1

						その他 タ										71,753,526		70,649,217		70,876,217		△ 1,104,309		△ 1.5		△ 227,000		△ 0.3

				負債合計 フサイゴウケイ												2,363,770,060		2,554,948,431		3,192,552,565		191,178,371		8.1		△ 637,604,134		△ 20.0

		純資産の部 ジュンシサンブ

				株主資本 カブヌシシホン												7,265,203,433		7,663,862,947		7,509,767,466		398,659,514		5.5		154,095,481		2.1

						資本金										870,500,000		870,500,000		870,500,000		―		―		―		―

						資本剰余金										1,185,972,407		1,185,972,407		1,185,972,407		―		―		―		―

						利益剰余金										5,218,284,469		5,617,035,109		5,462,848,502		398,750,640		7.6		154,186,607		2.8

						自己株式 ジコカブシキ										△ 9,553,443		△ 9,644,569		△ 9,553,443		△ 91,126		△ 1.0		△ 91,126		△ 1.0

				評価・換算差額等 ヒョウカカンサンサガクトウ												22,983,598		13,528,798		25,652,198		△ 9,454,800		△ 41.1		△ 12,123,400		△ 47.3

						その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン										22,983,598		13,528,798		25,652,198		△ 9,454,800		△ 41.1		△ 12,123,400		△ 47.3

				純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												7,288,187,031		7,677,391,745		7,535,419,664		389,204,714		5.3		141,972,081		1.9

				負債及び純資産合計 フサイオヨジュンシサンゴウケイ												9,651,957,091		10,232,340,176		10,727,972,229		580,383,085		6.0		△ 495,632,053		△ 4.6





総合資料（ＰＬ）

		第２四半期連結比較損益計算書  ダイシハンキレンケツヒカクソンエキケイサンショ

																										（単位：円） タンイエン

												平成２２年３月期 第２四半期				平成２３年３月期 第２四半期				前第２四半期比増減 マエダイシハンキヒゾウゲン				平成２２年３月期

												金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		％		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ

				売上高 ウリアゲダカ								9,890,223,161		100.0		10,640,761,010		100.0		750,537,849		7.6		14,320,318,777		100.0

				売上原価 ウリアゲゲンカ								5,824,042,017		58.9		6,553,367,725		61.6		729,325,708		12.5		8,559,046,271		59.8

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ								4,066,181,144		41.1		4,087,393,285		38.4		21,212,141		0.5		5,761,272,506		40.2

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ								3,662,031,000		37.0		3,658,466,000		34.4		△ 3,565,000		△ 0.1		4,994,759,389		34.9

				営業利益 エイギョウリエキ								404,085,000		4.1		428,927,285		4.0		24,842,285		6.1		766,513,117		5.4

				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ								41,959,000		0.4		38,474,000		0.4		△ 3,485,000		△ 8.3		55,300,707		0.4

						受取利息 ウケトリリソク						1,011,104				616,864				△ 394,240		△ 39.0		1,898,238

						受取配当金 ウケトリハイトウキン						3,217,367				3,249,800				32,433		1.0		4,031,117

						受取賃貸料 ウケトリチンタイリョウ						8,354,859				8,364,859				10,000		0.1		16,494,003

						その他 ソノタ						16,600,108				14,973,503				△ 1,626,605		△ 9.8		32,877,349

				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ								3,481,000		0.0		2,611,000		0.0		△ 870,000		△ 25.0		4,426,860		0.0

						支払利息 シハライリソク						435,825				381,951				△ 53,874		△ 12.4		850,073

						売上割引 ウリアゲワリビキ						743,842				433,677				△ 310,165		△ 41.7		1,426,717

						不動産賃貸費用 フドウサンチンタイヒヨウ						834,901				796,289				△ 38,612		△ 4.6		1,668,808

						その他 ソノタ						221,738				13,924				△ 207,814		△ 93.7		481,262

				経　常　利　益 ケイジョウリエキ								442,563,000		4.5		464,790,285		4.4		22,227,285		5.0		817,386,964		5.7

				特別利益 トクベツリエキ								608,000		0.0		13,722,000		0.1		13,114,000		2,156.9		2,223,422		0.0

						固定資産売却益						508,008				6,714,183				6,206,175		1,221.7		1,484,500

						貸倒引当金戻入額 カシダオレヒキアテキンモドイガク						100,000				―				△ 100,000		△ 100.0		738,922

				特別損失 トクベツソンシツ								22,042,000		0.2		25,170,000		0.2		3,128,000		14.2		50,322,070		0.4

						固定資産除売却損						2,086,840				1,678,902				△ 407,938		△ 19.5		11,917,332

						役員退職功労加算金						19,344,000				―				△ 19,344,000		△ 100.0		19,344,000

						減損損失 ゲンソンソンシツ						―				―				―		―		19,060,738

						投資有価証券評価損 トウシユウカショウケンヒョウカソン						―				―				―		―		―

				税金等調整前四半期（当期）純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキトウキジュンリエキ								421,129,000		4.3		453,342,285		4.3		32,213,285		7.6		769,288,316		5.4

				法人税・住民税及び事業税 ホウジンゼイジュウミンゼイオヨジギョウゼイ								134,770,000		1.4		162,733,000		1.5		27,963,000		20.7		338,385,584		2.4

				法人税等調整額 ホウジンゼイトウチョウセイガク								77,707,000		0.8		62,387,000		0.6		△ 15,320,000		△ 19.7		19,646,000		0.1

				法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								212,477,000		2.1		225,120,000		2.1		12,643,000		6.0		358,031,584		2.5

				四半期（当期）純利益 シハンキトウキジュンリエキ								208,652,000		2.1		228,222,285		2.1		19,570,285		9.4		411,256,732		2.9



その他は仕入割引を含む。
本決算のみ仕入割引が単独項目になっている。



総合資料（ＣＦ）

		第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書  ダイシハンキレンケツケイサンショ

																								（単位：円） タンイエン

								第５７期 第２四半期 ダイキ		第５７期 ダイキ		第５８期 第２四半期 ダイキ		第５８期 ダイキ		第５９期 第２四半期 ダイキ		第５９期 ダイキ		第６０期 第２四半期 ダイキ		第６０期 ダイキ		第６１期 第２四半期 ダイキ

								平成18年9月期（単体） ヘイセイネンガツキ		平成19年3月期（単体） ヘイセイネンガツキ		平成19年9月期（単体） ヘイセイネンガツキ		平成20年3月期（単体） ヘイセイネンガツキ		平成20年9月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ		平成21年3月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ		平成21年9月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ		平成22年3月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ		平成22年9月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ

		Ⅰ．		営業活動によるキャッシュ・フロー

				税金等調整前四半期(当期）純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキ				195,628,676		509,685,884		134,657,017		339,935,938		241,643,222		592,878,833		259,329,608		769,288,316		378,797,201

				減価償却費				167,898,210		352,668,448		190,160,848		418,340,413		230,422,159		480,015,204		206,024,011		426,195,508		234,638,227

				のれん償却額 ガク				246,176,319		494,987,118		209,994,537		435,243,041		149,921,754		300,487,333		133,713,315		277,679,438		118,564,720

				減損損失 ゲンソンソンシツ				―		―		―		―		―		―		―		19,060,738		―

				投資不動産減損損失 トウシフドウサンゲンソンソンシツ				―		―		―		―		―		―		―		―		―

				投資有価証券評価損				―		―		―		14,776,487		―		11,714,247		―		―		―

				役員賞与引当金の増減額 ヤクインショウヨヒキアテキンゾウゲンガク				10,475,000		23,100,000		△ 15,650,000		△ 4,745,000		△ 8,355,000		5,795,000		△ 14,150,000		△ 190,000		△ 11,960,000

				役員退職慰労引当金の増減額 ゲン				△ 78,714,100		△ 69,405,700		5,130,600		13,197,000		9,617,400		17,905,800		△ 85,141,800		△ 77,113,800		△ 15,556,500

				長期未払金の増減額 チョウキミバラキンゾウゲンガク				△ 1,637,740		△ 2,163,500		△ 2,901,673		△ 5,300,562		△ 366,938		△ 1,098,028		△ 2,991,112		△ 3,631,402		△ 607,241

				受取利息及び受取配当金 ウケトリ				△ 3,703,430		△ 5,197,528		△ 6,164,979		△ 9,367,624		△ 5,135,833		△ 7,275,317		△ 4,228,471		△ 5,929,355		△ 3,866,664

				支払利息				549,463		1,133,850		646,900		1,434,806		626,869		1,189,863		435,825		850,073		381,951

				有形固定資産売却益				△ 1,075,312		△ 1,417,364		△ 756,792		△ 2,516,143		△ 749,945		△ 1,122,615		△ 508,008		△ 1,484,500		△ 6,714,183		※ 有形固定資産売却益と有形固定資産除売却損は合算すること。 ユウケイコテイシサンバイキャクエキユウケイコテイシサンジョバイキャクソンガッサン

				無形固定資産売却益				△ 2,145,831		△ 2,145,831		―		―		―		―		―		―		―				↓

				投資不動産売却益				―		―		―		―		―		―		―		―		―				合算後の項目表示 ガッサンアトコウモクヒョウジ

				投資有価証券売却益 トウシユウカショウケンバイキャクエキ				―		―		―		―		―		―		―		―		―				　　有形固定資産除売却損益 ユウケイコテイシサンジョバイキャクソンエキ

				投資不動産売却損				―		―		―		2,478,615		―		―		―		―		―				↑

				有形固定資産除売却損				1,841,791		12,800,700		4,064,133		5,270,681		4,607,225		7,710,367		2,086,840		11,917,332		1,678,902		※ 有形固定資産売却益と有形固定資産除売却損は合算すること。 ユウケイコテイシサンバイキャクエキユウケイコテイシサンジョバイキャクソンガッサン

				売上債権の増減額 ゾウゲンガク				460,009,434		△ 60,105,015		592,180,604		△ 259,360,244		823,214,889		1,032,099,931		592,098,082		△ 90,834,722		695,670,964

				たな卸資産の増減額 オロシシサンゾウゲンガク				△ 8,023,954		△ 265,650		△ 35,909,622		△ 113,389,968		7,038,089		183,276,944		△ 13,469,387		△ 74,028,787		39,395,747

				仕入債務の増減額				△ 155,172,666		377,635,797		△ 611,400,482		△ 14,032,730		△ 692,819,778		△ 1,050,021,101		△ 445,422,401		181,423,256		△ 674,971,666

				役員賞与の支払額				△ 20,950,000		△ 20,950,000		―		―		―		―		―		―		―

				その他				4,350,654		106,315,545		△ 179,784,107		△ 185,054,809		△ 297,902,923		△ 208,957,663		△ 130,037,365		△ 246,482,706		68,095,164

				小計				815,506,514		1,716,676,754		284,266,984		636,909,901		461,761,190		1,364,598,798		497,739,137		1,186,719,389		823,546,622

				利息及び配当金の受取額				3,675,905		5,161,995		5,080,558		9,381,309		5,138,914		7,341,230		4,228,572		5,933,224		3,868,309

				利息の支払額				△ 549,463		△ 1,133,850		△ 534,190		△ 1,434,806		△ 626,869		△ 1,189,863		△ 435,825		△ 850,073		△ 381,951

				法人税等の支払額				△ 112,773,732		△ 177,375,750		△ 154,445,500		△ 234,389,291		△ 220,114,031		△ 365,359,515		△ 154,632,209		△ 266,085,584		△ 225,110,644

				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ				705,859,224		1,543,329,149		134,367,852		410,467,113		246,159,204		1,005,390,650		346,899,675		925,716,956		601,922,336

		Ⅱ．		投資活動によるキャッシュ・フロー

				定期預金の純減少額 ゲンショウガク				―		―		△ 500,000,000		40,000,000		―		―		―		―		―

				有価証券の純増加額 ジュンゾウカガク				―		―		―		―		―		―		―		―		―

				有形固定資産の取得による支出 シシュツ				△ 109,728,402		△ 436,687,590		△ 340,017,155		△ 659,510,703		△ 233,216,651		△ 314,905,827		△ 234,828,214		△ 383,504,102		△ 350,800,893

				有形固定資産の売却による収入 シュウニュウ				3,718,765		4,794,061		9,958,323		14,474,870		1,808,571		2,733,800		1,091,001		1,553,591		9,860,039

				投資不動産の売却による収入 シュウニュウ				―		―		―		―		―		―		―		―		―

				無形固定資産の取得による支出 シシュツ				△ 298,440,069		△ 349,621,145		△ 35,867,394		△ 932,542,934		△ 18,968,518		△ 44,368,070		△ 251,871,400		△ 274,070,637		△ 91,119,079

				無形固定資産の売却による収入 バイキャクシュウニュウ				66,259,409		66,259,409		―		―		―		―		―		―		―

				連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出 レンケツハンイヘンコウトモナコガイシャカブシキシュトクシシュツ				―		―		―		―		―		―		―		―		△ 70,568,737

				投資有価証券の取得による支出 シシュツ				―		△ 38,297,920		―		△ 26,099,455		△ 9,671,920		△ 9,671,920		―		―		―

				投資有価証券の売却による収入 シュウニュウ				―		―		―		―		―		―		―		―		―

				貸付けによる支出				△ 57,000,000		△ 57,000,000		△ 20,000,000		△ 20,000,000		―		―		△ 2,000,000		△ 2,000,000		―

				貸付金の回収による収入				3,877,734		8,202,901		4,484,206		15,062,192		2,017,343		3,956,813		2,142,330		5,235,231		20,311,222

				出資金の増減額 ゾウゲンガク				150,000		27,800,000		―		△ 56,000		―		―		―		△ 500,000		―

				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシカツドウ				△ 391,162,563		△ 774,550,284		△ 881,442,020		△ 1,568,672,030		△ 258,031,175		△ 362,255,204		△ 485,466,283		△ 653,285,917		△ 482,317,448

		Ⅲ．		財務活動によるキャッシュ・フロー

				短期借入れによる収入 タンキカリイレシュウニュウ				250,000,000		500,000,000		250,000,000		800,000,000		150,000,000		300,000,000		150,000,000		300,000,000		150,000,000

				短期借入金の返済による支出 タンキカリイレキンヘンサイシシュツ				△ 250,000,000		△ 500,000,000		△ 250,000,000		△ 800,000,000		△ 150,000,000		△ 300,000,000		△ 150,000,000		△ 300,000,000		△ 150,000,000

				配当金の支払額 ハイトウキンシハライガク				△ 44,127,707		△ 88,432,221		△ 44,141,935		△ 88,353,823		△ 44,166,562		△ 88,357,045		△ 44,113,927		△ 88,177,504		△ 43,958,341

				リース債務の返済による支出 サイムヘンサイシシュツ				―		―		―		―		―		△ 5,416,800		△ 6,436,500		△ 15,427,100		△ 11,220,500

				自己株式の増減額 ゾウゲンガク				△ 21,620		△ 101,178		―		△ 6,180		△ 18,090		△ 123,559		△ 5,980		△ 5,980		△ 91,126

				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイムカツドウ				△ 44,149,327		△ 88,533,399		△ 44,141,935		△ 88,360,003		△ 44,184,652		△ 93,897,404		△ 50,556,407		△ 103,610,584		△ 55,269,967

		Ⅳ．		現金及び現金同等物の増減額 ゾウゲン				270,547,334		680,245,466		△ 791,216,103		△ 1,246,564,920		△ 56,056,623		549,238,042		△ 189,123,015		168,820,455		64,334,921

		Ⅴ．		現金及び現金同等物の期首残高				1,654,665,959		1,654,665,959		2,334,911,425		2,334,911,425		1,508,327,181		1,508,327,181		2,057,565,223		2,057,565,223		2,226,385,678

		Ⅵ．		現金及び現金同等物の四半期期末（期末）残高 シハンキキマツ				1,925,213,293		2,334,911,425		1,543,695,322		1,088,346,505		1,452,270,558		2,057,565,223		1,868,442,208		2,226,385,678		2,290,720,599





総合資料（財務指標）

		連結財務指標関連数値  レンケツザイムシヒョウカンレンスウチ																		連 結 財 務 指 標  レンムスブザイムシヒョウ

																（単位：円） タンイエン																																						（単位：円） タンイエン

								平成１９年３月期(単体)		平成２０年３月期(単体)		平成２１年３月期(連結) レンケツ		平成２２年３月期(連結) レンケツ		平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ																平成２０年３月期(単体)						平成２１年３月期(連結)						平成２２年３月期(連結)						平成２３年３月期

																（第２四半期 (連結)） ダイシハンキレンケツ																																		（第２四半期 (連結)）

				流動資産 リュウドウシサン				6,067,473,277		5,271,949,544		5,120,314,165		5,633,557,847		4,931,659,745				①		自己資本 ジコシホン		=		当期純利益 トウキジュンリエキ		×		100%				153,391,307						317,941,308						411,256,732						198,362,607

				固定資産 コテイシサン				4,930,720,325		5,569,436,325		5,097,643,724		5,094,414,382		5,300,680,431						当期純利益率 トウキジュンリエキリツ				自己資本(※) ジコシホン								7,018,563,379						7,106,052,506						7,367,615,016						7,606,405,705

				流動負債 リュウドウフサイ				3,499,540,726		3,402,393,361		2,583,616,669		2,785,813,969		2,141,585,301																		（ 2.19％）						（ 4.47％）						（ 5.58％）						（ 2.61％）

				固定負債 コテイフサイ				473,820,763		426,697,864		434,530,853		406,738,596		413,363,130				②		流 動 比 率 リュウドウヒリツ		=		流動資産 リュウドウシサン		×		100%				5,271,949,544						5,120,314,165						5,633,557,847						4,931,659,745

				負債 フサイ				3,973,361,489		3,829,091,225		3,018,147,522		3,192,552,565		2,554,948,431										流動負債 リュウドウフサイ								3,402,393,361						2,583,616,669						2,785,813,969						2,141,585,301

				自己資本 ジコシホン				7,024,832,113		7,012,294,644		7,199,810,367		7,535,419,664		7,677,391,745																		（ 154.95％）						（ 198.18％）						（ 202.22％）						（ 230.28％）

				使用総資本 シヨウソウシホン				10,998,193,602		10,841,385,869		10,217,957,889		10,727,972,229		10,232,340,176				③		固 定 比 率 コテイヒリツ		=		固定資産 コテイシサン		×		100%				5,569,436,325						5,097,643,724						5,094,414,382						5,300,680,431

				売上高 ウリアゲダカ				17,214,450,148		18,126,480,515		17,495,735,042		14,320,318,777		6,962,427,744										自己資本(※) ジコシホン								7,018,563,379						7,106,052,506						7,367,615,016						7,606,405,705

				営業利益 エイギョウリエキ				495,112,337		317,225,872		566,185,652		766,513,117		348,182,735																		（ 79.35％）						（ 71.74％）						（ 69.15％）						（ 69.69％）

				経常利益 ケイジョウリエキ				538,519,678		359,554,747		611,180,832		817,386,964		373,761,920				④		固定長期 コテイチョウキ		=		固定資産 コテイシサン		×		100%				5,569,436,325						5,097,643,724						5,094,414,382						5,300,680,431

				当期純利益 トウキジュンリエキ				207,986,741		153,391,307		317,941,308		411,256,732		198,362,607						適合比率 テキゴウヒリツ				自己資本+固定負債 ジコシホンコテイフサイ								7,438,992,508						7,634,341,220						7,942,158,260						8,090,754,875

		※　毎期、一番古い期を消すように２番目に古い期以降をコピ－し、また、前期実績及び当期第２四半期実績を マイキイチバンフルキケバンメフルキイコウゼンキジッセキオヨトウキダイシハンキジッセキ																																（ 74.87％）						（ 66.77％）						（ 64.14％）						（ 65.52％）

		　　入力すること。 ニュウリョク																		⑤		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		=		自己資本 ジコシホン		×		100%				7,012,294,644						7,199,810,367						7,535,419,664						7,677,391,745

																										使用総資本 シヨウソウシホン								10,841,385,869						10,217,957,889						10,727,972,229						10,232,340,176

																																		（ 64.68％）						（ 70.46％）						（ 70.24％）						（ 75.03％）

																				⑥		負 債 比 率 フサイヒリツ		=		負　　債 フサイ		×		100%				3,829,091,225						3,018,147,522						3,192,552,565						2,554,948,431

																										自己資本 ジコシホン								7,012,294,644						7,199,810,367						7,535,419,664						7,677,391,745

																																		（ 54.61％）						（ 41.92％）						（ 42.37％）						（ 33.28％）

																				⑦		売上高 ウリアゲダカ		=		営業利益 エイギョウリエキ		×		100%				317,225,872						566,185,652						766,513,117						348,182,735

																						営業利益率 エイギョウリエキリツ				売 上 高 ウリアゲダカ								18,126,480,515						17,495,735,042						14,320,318,777						6,962,427,744

																																		（ 1.75％）						（ 3.24％）						（ 5.35％）						（ 5.00％）

																				⑧		売上高 ウリアゲダカ		=		経常利益 ケイジョウリエキ		×		100%				359,554,747						611,180,832						817,386,964						373,761,920

																						経常利益率 ケイジョウリエキリツ				売 上 高 ウリアゲダカ								18,126,480,515						17,495,735,042						14,320,318,777						6,962,427,744

																																		（ 1.98％）						（ 3.49％）						（ 5.71％）						（ 5.37％）

																				⑨		使用総資本 シヨウソウシホン		=		経常利益 ケイジョウリエキ		×		100%				359,554,747						611,180,832						817,386,964						373,761,920

																						経常利益率 ケイジョウリエキリツ				使用総資本(※) シヨウソウシホン								10,919,789,736						10,529,671,879						10,472,965,059						10,480,156,203

																																		（ 3.29％）						（ 5.80％）						（ 7.80％）						（ 3.57％）

																				⑩		使用総資本 シヨウソウシホン		=		売 上 高		×		100%				18,126,480,515						17,495,735,042						14,320,318,777						6,962,427,744

																						回転率 カイテンリツ				使用総資本(※) シヨウソウシホン								10,919,789,736						10,529,671,879						10,472,965,059						10,480,156,203

																																		（ 166.00％）						（ 166.16％）						（ 136.74％）						（ 66.43％）

																				（※）印の自己資本及び使用総資本は期首・期末の平均であります。 シルシジコシホンオヨシヨウソウシホンキシュキマツヘイキン





グラフデータ

		連結部門別売上高 レンケツブモンベツウリアゲダカ																（単位：百万円）

								平成２１年３月期				平成２２年３月期				平成２３年３月期

								第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期計画

				ぽっぽガス				3,549		4,927		3,117		4,627		3,277		4,885

				エネルギー				5,959		7,475		3,158		4,833		3,616		5,451

				住宅設備 ジュウタクセツビ				2,334		3,046		2,060		2,781		2,025		2,957

				アクア				411		543		511		672		572		832

				在宅医療 ザイタクイリョウ				96		130		117		161		163		230

				医療・産業ガス イリョウサンギョウ				1,058		1,375		927		1,247		988		1,345

				合計 ゴウケイ				13,408		17,496		9,890		14,320		10,641		15,700

		※ エクセルの表示機能により売上高が百万円未満四捨五入にて表示されるため、外部発表数字（百万円未満切り捨て）では表示されていません。

		連結部門別売上総利益 レンケツブモンベツウリアゲダカソウリエキ																（単位：百万円）

								平成２１年３月期				平成２２年３月期				平成２３年３月期

								第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期計画

				ぽっぽガス				2,147		3,156		2,250		3,237		2,194		3,181

				エネルギー				785		1,117		740		1,067		703		1,046

				住宅設備 ジュウタクセツビ				287		385		270		371		264		355

				アクア				298		396		402		529		450		617

				在宅医療				88		118		96		130		122		181

				医療・産業ガス				321		420		308		426		354		461

				合計 ゴウケイ				3,927		5,592		4,066		5,761		4,087		5,841

		※ エクセルの表示機能により売上総利益が百万円未満四捨五入にて表示されるため、外部発表数字（百万円未満切り捨て）では表示されていません。 ソウリエキ

		連結売上高・売上総利益 レンケツウリアゲダカウリアゲソウリエキ																（単位：百万円）

								H.20/3実績		H.21/3実績		H.22/3実績		H.23/3計画		H.24/3計画		H.25/3計画

				売上高				18,126		17,495		14,320		15,700		16,238		17,034

				売上総利益				5,086		5,592		5,761		5,840		6,331		6,734

		※ 連結中期計画の最終２期分の計画を入力すること。 レンケツチュウキケイカクサイシュウキブンケイカクニュウリョク

		連結経常利益・当期純利益 レンケツケイジョウリエキトウキジュンリエキ																（単位：百万円）

								H.20/3実績		H.21/3実績		H.22/3実績		H.23/3計画		H.24/3計画		H.25/3計画

				経常利益 ケイジョウリエキ				359		611		817		850		950		1,070

				当期純利益 トウキジュンリエキ				153		317		411		430		469		533

		※ 連結中期計画の最終２期分の計画を入力すること。 レンケツチュウキケイカクサイシュウキブンケイカクニュウリョク

		連結営業利益・経常利益・当期純利益 レンケツエイギョウリエキケイジョウリエキトウキジュンリエキ																						（単位：百万円）

								営業利益						経常利益						当期純利益

								H.21/3		H.22/3		H.23/3		H.21/3		H.22/3		H.23/3		H.21/3		H.22/3		H.23/3

				第３四半期 ダイシハンキ				189000000		404000000		428000000		221000000		442000000		464000000		60000000		208000000		228000000

				通期 ツウキ				566000000		766000000		806000000		611000000		817000000		850000000		317000000		411000000		430000000

		連結１株当たり当期純利益・１株当たり純資産 レンケツカブアトウキジュンリエキカブアジュンシサン																												（単位：円）

								H.18/3		H.19/3		H.20/3		H.21/3		H.22/3		H.23/3計画		H.18/3		H.19/3		H.20/3		H.21/3		H.22/3		H.23/3計画

				１株当たり当期純利益 カブアトウキジュンリエキ				18.09		25.89		19.10		39.58		51.20		53.54

				１株当たり純資産 カブアジュンシサン																863.54		874.58		873.02		896.39		938.17		972.63

		※ １株当たり当期純利益の１番目と２番目に古い事業年度を入力すること。 カブアトウキジュンリエキバンメバンメフルジギョウネンドニュウリョク

		　　また、１株当たり当期純利益と１株当たり純資産の1番目と2番目に古い事業年度にそれぞれの実績を入力すること。 カブアトウキジュンリエキカブアジュンシサンジッセキニュウリョク

		連結１株当たり配当金・配当性向 レンケツカブアハイトウキンハイトウセイコウ

								H.18/3		H.19/3		H.20/3		H.21/3		H.22/3		H.23/3計画

				１株当たり配当金 カブアハイトウキン				11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		13.00		（単位：円）

				配当性向 ハイトウキンセイコウ				60.81		42.49		57.59		27.79		21.48		24.28		（単位：％）

		※ １株当たり配当金と配当性向の1番目と2番目に古い事業年度にそれぞれの実績を入力すること。 ハイトウキンハイトウセイコウ











比較貸借対照表（資産の部）ご参考
（単位：百万円）

平成27年3月期 平成28年3月期 前期末比 前期末

期 末 第 2 四 半 期 増 減 増 減 比 ( ％ )

7,729 6,716 △ 1,013 △ 13.1

4,006 3,916 △ 89 △ 2.2

2,896 2,034 △ 861 △ 29.7

371 329 △ 41 △ 11.3

79 81 1 2.5

392 365 △ 26 △ 6.9

△ 16 △ 11 4 △ 27.9

5,799 5,890 91 1.6

4,078 4,300 221 5.4

1,150 1,128 △ 21 △ 1.8

581 569 △ 11 △ 2.0

1,758 1,979 221 12.6

199 203 4 2.0

388 418 29 7.7

1,147 1,059 △ 87 △ 7.7

1,096 1,017 △ 79 △ 7.2

50 42 △ 8 △ 16.6

573 530 △ 42 △ 7.5

366 332 △ 33 △ 9.2

9 9 0 0.0

203 189 △ 13 △ 6.8
△ 6 △ 1 4 △ 76.0

13,528 12,606 △ 922 △ 6.8

関 係 会 社 株 式

資 産 合 計

そ の 他
貸 倒 引 当 金

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

そ の 他 （ 純 額 ）

無 形 固 定 資 産

の れ ん

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 （ 純 額）

土 地

リ ー ス 資 産 （ 純 額 ）

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物 （ 純 額 ）

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

資 産 の 部

流 動 資 産
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経営指標

		

				平成２５年３月期　第３四半期　主要経営指標の推移 ヘイセイネンガツキダイシハンキシュヨウケイエイシヒョウスイイ

																				（単位：百万円）

										平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２５年３月期 ヘイセイネンガツキ

										第 ３ 四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第 ３ 四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第 ３ 四半期実績 ダイシハンキ		前第３四半期比(%) ダイシハンキ

						売上高 ウリアゲダカ				10,640		15,334		11,104		15,878		11,293		101.7%

						営業利益 エイギョウリ				428		819		414		857		469		113.3%

						経常利益 リ				464		867		457		913		505		110.5%

						純利益 リ				228		452		236		484		272		115.3%

						資本金				870		870		870		870		870		100.0%

						（発行済株式総数）				( 8,046千株)		( 8,046千株)		( 8,046千株)		( 8,046千株)		( 8,046千株)		(100.0%)

						純資産額				7,600		7,837		7,955		8,218		8,367		105.2%

						総資産額				10,647		11,136		11,032		12,054		11,444		103.7%

						自己資本比率 ジコシホン				71.4%		70.4%		72.1%		68.2%		73.1%		101.4%

						１株当たり純資産額				958.24円		988.10円		1,003.19円		1,036.29円		1,061.52円		105.8%

						1株当たり純利益 リ				28.49円		56.64円		29.79円		61.04円		34.34円		115.3%

						従業員数				322人		322人		335人		328人		335人		100.0%



期　別

区　分



連結ＢＳ 資産

		

						財務諸表 ザイムショヒョウ

																						（単位：百万円） タンイヒャクマンエン																										（単位：千円） タンイセンエン																								（単位：千円） タンイセンエン

		資産の部 シサンブ																										資産の部 シサンブ																								資産の部 シサンブ

																平成27年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成28年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																		平成27年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成28年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																期末 キマツ		第2四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																		期末 キマツ		第2四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

				流動資産 リュウドウシサン												7,729		6,716		△ 1,013		△ 13.1								流動資産 リュウドウシサン												5,871,485		5,449,881		△ 421,604		△ 7.2						流動資産 リュウドウシサン												7,729,611		6,716,173		△ 1,013,438		△ 13.1

						現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										4,006		3,916		△ 89		△ 2.2										現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										2,337,772		2,384,542		46,770		2.0								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										4,006,480		3,916,647		△ 89,833		△ 2.2

						受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,896		2,034		△ 861		△ 29.7										受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,653,556		2,062,939		△ 590,617		△ 22.3								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,896,019		2,034,711		△ 861,308		△ 29.7

						商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										371		329		△ 41		△ 11.3										商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										390,113		383,489		△ 6,624		△ 1.7								商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										371,318		329,504		△ 41,814		△ 11.3

						繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										79		81		1		2.5										繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										91,669		96,475		4,806		5.2								繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										79,191		81,152		1,961		2.5

						その他 タ										392		365		△ 26		△ 6.9										その他 タ										415,107		535,797		120,690		29.1								その他 タ										392,802		365,839		△ 26,963		△ 6.9

						貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16		△ 11		4		△ 27.9										貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16,733		△ 13,362		3,371		△ 20.1								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16,201		△ 11,681		4,520		△ 27.9

				固定資産 コテイシサン												5,799		5,890		91		1.6								固定資産 コテイシサン												5,265,347		5,162,204		△ 103,143		△ 2.0						固定資産 コテイシサン												5,799,316		5,890,563		91,247		1.6

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン										4,078		4,300		221		5.4										有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,954,321		3,926,265		△ 28,056		△ 0.7								有形固定資産 ユウケイコテイシサン										4,078,507		4,300,364		221,857		5.4

								建物及び構築物（純額） タテモノオヨコウチクブツジュンガク								1,150		1,128		△ 21		△ 1.8												建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ								806,507		971,903		165,396		20.5										建物及び構築物（純額） タテモノオヨコウチクブツジュンガク								1,150,063		1,128,822		△ 21,241		△ 1.8

								機械装置及び運搬具（純額） キカイソウチオヨウンパングジュンガク								581		569		△ 11		△ 2.0												機械装置及び運搬具 キカイソウチオヨウンパング								880,208		955,077		74,869		8.5										機械装置及び運搬具（純額） キカイソウチオヨウンパングジュンガク								581,519		569,745		△ 11,774		△ 2.0

								土地 トチ								1,758		1,979		221		12.6												土地 トチ								1,661,802		1,687,977		26,175		1.6										土地 トチ								1,758,446		1,979,495		221,049		12.6

								リース資産（純額） シサンジュンガク								199		203		4		2.0												リース資産 シサン								107,516		113,743		6,227		5.8										リース資産（純額） シサンジュンガク								199,848		203,872		4,024		2.0

								その他（純額） ジュンガク								388		418		29		7.7												その他								498,286		197,563		△ 300,723		△ 60.4										その他（純額） ジュンガク								388,628		418,428		29,800		7.7

						無形固定資産 ムケイコテイシサン										1,147		1,059		△ 87		△ 7.7										無形固定資産 ムケイコテイシサン										900,603		816,745		△ 83,858		△ 9.3								無形固定資産 ムケイコテイシサン										1,147,577		1,059,778		△ 87,799		△ 7.7

								のれん								1,096		1,017		△ 79		△ 7.2												のれん								809,374		735,456		△ 73,918		△ 9.1										のれん								1,096,771		1,017,394		△ 79,377		△ 7.2

								その他								50		42		△ 8		△ 16.6												その他								91,229		81,288		△ 9,941		△ 10.9										その他								50,806		42,383		△ 8,423		△ 16.6

						投資その他の資産 トウシタシサン										573		530		△ 42		△ 7.5										投資その他の資産 トウシタシサン										410,421		419,193		8,772		2.1								投資その他の資産 トウシタシサン										573,231		530,420		△ 42,811		△ 7.5

								投資有価証券 トウシユウカショウケン								366		332		△ 33		△ 9.2												投資有価証券 トウシユウカショウケン								194,771		180,904		△ 13,867		△ 7.1										投資有価証券 トウシユウカショウケン								366,686		332,913		△ 33,773		△ 9.2

								関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								9		9		0		0.0												関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								8,200		8,200		0		0.0										関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								9,400		9,400		0		0.0

								その他								203		189		△ 13		△ 6.8												その他								222,041		244,015		21,974		9.9										その他								203,422		189,613		△ 13,809		△ 6.8

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 6		△ 1		4		△ 76.0												貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 14,591		△ 13,926		665		△ 4.6										貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 6,277		△ 1,506		4,771		△ 76.0

				資産合計 シサンゴウケイ												13,528		12,606		△ 922		△ 6.8								資産合計 シサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7						資産合計 シサンゴウケイ												13,528,928		12,606,736		△ 922,192		△ 6.8





連結ＢＳ 資産 (千円単位)

		

																						（単位：千円） タンイセンエン																										（単位：千円） タンイセンエン

		資産の部 シサンブ																										資産の部 シサンブ

																平成25年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成26年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																期末 キマツ		第1四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

				流動資産 リュウドウシサン												7,014,415		6,591,528		△ 422,887		△ 6.0								流動資産 リュウドウシサン												5,871,485		5,449,881		△ 421,604		△ 7.2

						現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										3,230,856		3,359,128		128,272		4.0										現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										2,337,772		2,384,542		46,770		2.0

						受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,718,264		2,114,771		△ 603,493		△ 22.2										受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,653,556		2,062,939		△ 590,617		△ 22.3

						商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										422,406		441,806		19,400		4.6										商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										390,113		383,489		△ 6,624		△ 1.7

						繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										98,130		47,433		△ 50,697		△ 51.7										繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										91,669		96,475		4,806		5.2

						その他 タ										558,882		639,312		80,430		14.4										その他 タ										415,107		535,797		120,690		29.1

						貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 14,124		△ 10,923		3,201		△ 22.7										貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16,733		△ 13,362		3,371		△ 20.1

				固定資産 コテイシサン												4,861,668		4,780,994		△ 80,674		△ 1.7								固定資産 コテイシサン												5,265,347		5,162,204		△ 103,143		△ 2.0

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,740,398		3,698,340		△ 42,058		△ 1.1										有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,954,321		3,926,265		△ 28,056		△ 0.7

								建物及び構築物（純額） タテモノオヨコウチクブツジュンガク								940,718		924,658		△ 16,060		△ 1.7												建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ								806,507		971,903		165,396		20.5

								機械装置及び運搬具（純額） キカイソウチオヨウンパングジュンガク								744,447		717,675		△ 26,772		△ 3.6												機械装置及び運搬具 キカイソウチオヨウンパング								880,208		955,077		74,869		8.5

								土地 トチ								1,686,577		1,686,577		0		0.0												土地 トチ								1,661,802		1,687,977		26,175		1.6

								リース資産（純額） シサンジュンガク								128,326		128,109		△ 217		△ 0.2												リース資産 シサン								107,516		113,743		6,227		5.8

								その他（純額） ジュンガク								240,328		241,320		992		0.4												その他								498,286		197,563		△ 300,723		△ 60.4

						無形固定資産 ムケイコテイシサン										600,066		568,970		△ 31,096		△ 5.2										無形固定資産 ムケイコテイシサン										900,603		816,745		△ 83,858		△ 9.3

								のれん								542,819		516,040		△ 26,779		△ 4.9												のれん								809,374		735,456		△ 73,918		△ 9.1

								その他								57,246		52,929		△ 4,317		△ 7.5												その他								91,229		81,288		△ 9,941		△ 10.9

						投資その他の資産 トウシタシサン										521,203		513,684		△ 7,519		△ 1.4										投資その他の資産 トウシタシサン										410,421		419,193		8,772		2.1

								投資有価証券 トウシユウカショウケン								278,010		277,518		△ 492		△ 0.2												投資有価証券 トウシユウカショウケン								194,771		180,904		△ 13,867		△ 7.1

								関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								8,200		8,200		0		0.0												関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								8,200		8,200		0		0.0

								その他								245,905		238,813		△ 7,092		△ 2.9												その他								222,041		244,015		21,974		9.9

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 10,913		△ 10,848		65		△ 0.6												貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 14,591		△ 13,926		665		△ 4.6

				資産合計 シサンゴウケイ												11,876,084		11,372,523		△ 503,561		△ 4.2								資産合計 シサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7





連結ＢＳ負債 

		

																								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン																										（単位：千円） タンイセンエン																								（単位：千円） タンイセンエン

				負債の部 フサイブ																										負債の部 フサイブ																								負債の部 フサイブ

																		平成25年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成26年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																		平成25年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成26年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																		期末 キマツ		第1四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																		期末 キマツ		第1四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

						流動負債 リュウドウフサイ												2,806		2,181		△ 624		△ 22.3								流動負債 リュウドウフサイ												2,879,756		2,214,294		△ 665,462		△ 23.1						流動負債 リュウドウフサイ												2,806,396		2,181,435		△ 624,961		△ 22.3

								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										1,925		1,513		△ 411		△ 21.4										支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										2,088,484		1,528,262		△ 560,222		△ 26.8								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										1,925,316		1,513,802		△ 411,514		△ 21.4

								短期借入金 タンキカリイレキン										―		90		90		―																																		短期借入金 タンキカリイレキン										0		90,000		90,000		―

								リース債務 サイム										48		47		0		△ 0.8										リース資産 シサン										32,161		36,919		4,758		14.8								リース債務 サイム										48,070		47,669		△ 401		△ 0.8

								未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										285		67		△ 217		△ 76.4										未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										219,351		197,585		△ 21,766		△ 9.9								未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										285,015		67,157		△ 217,858		△ 76.4

								役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										30		6		△ 24		△ 80.5										役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										20,960		12,000		△ 8,960		△ 42.7								役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										30,700		6,000		△ 24,700		△ 80.5

								その他 タ										517		456		△ 60		△ 11.7										その他 タ										518,799		439,526		△ 79,273		△ 15.3								その他 タ										517,294		456,806		△ 60,488		△ 11.7

						固定負債 コテイフサイ												448		465		16		3.7								固定負債 コテイフサイ												419,671		418,834		△ 837		△ 0.2						固定負債 コテイフサイ												448,498		465,026		16,528		3.7

								長期未払金 チョウキミハラキン										83		83		0		0.5										長期未払金 チョウキミハラキン										88,878		88,380		△ 498		△ 0.6								長期未払金 チョウキミハラキン										83,234		83,609		375		0.5

								リース債務 サイム										86		86		0		0.2										リース債務 サイム										80,730		82,511		1,781		2.2								リース債務 サイム										86,672		86,845		173		0.2

								繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										62		63		1		2.1										繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										60,031		58,206		△ 1,825		△ 3.0								繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										62,065		63,348		1,283		2.1

								役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										161		175		14		9.2										役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										132,287		134,872		2,585		2.0								役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										161,067		175,894		14,827		9.2

								その他										55		55		0		△ 0.2										その他										57,744		54,864		△ 2,880		△ 5.0								その他										55,459		55,329		△ 130		△ 0.2

						負債合計 ゴウケイ												3,254		2,646		△ 608		△ 18.7								負債合計 ゴウケイ												3,299,427		2,633,128		△ 666,299		△ 20.2						負債合計 ゴウケイ												3,254,895		2,646,461		△ 608,434		△ 18.7

				純資産の部 ジュンシサンブ																										純資産の部 ジュンシサンブ																								純資産の部 ジュンシサンブ

						株主資本 カブヌシシホン												8,581		8,684		102		1.2								株主資本 カブヌシシホン												7,811,659		7,961,461		149,802		1.9						株主資本 カブヌシシホン												8,581,738		8,684,500		102,762		1.2

								資本金 シホンキン										870		870		―		―										資本金 シホンキン										870,500		870,500		―		―								資本金 シホンキン										870,500		870,500		―		―

								資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185		1,185		―		―										資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185,972		1,185,972		―		―								資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185,972		1,185,972		―		―

								利益剰余金 リエキジョウヨキン										6,669		6,772		102		1.5										利益剰余金 リエキジョウヨキン										5,827,094		5,976,900		149,806		2.6								利益剰余金 リエキジョウヨキン										6,669,982		6,772,753		102,771		1.5

								自己株式 ジコカブシキ										△ 144		△ 144		0		0.0										自己株式 ジコカブシキ										△ 71,906		△ 71,911		△ 5		0.0								自己株式 ジコカブシキ										△ 144,716		△ 144,724		△ 8		0.0

						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												39		41		2		5.3								その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												39,451		41,560		2,109		5.3

								その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										39		41		2		5.3										その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0								その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										39,451		41,560		2,109		5.3

						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												8,621		8,726		104		1.2								純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												7,837,405		7,978,956		141,551		1.8						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												8,621,189		8,726,061		104,872		1.2

						負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,876		11,372		△ 503		△ 4.2								負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7						負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,876,084		11,372,523		△ 503,561		△ 4.2





連結ＢＳ負債  (千円単位)

		

																								（単位：千円） タンイセンエン																										（単位：千円） タンイセンエン

				負債の部 フサイブ																										負債の部 フサイブ

																		平成25年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成26年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																		期末 キマツ		第1四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

						流動負債 リュウドウフサイ												2,806,396		2,181,435		△ 624,961		△ 22.3								流動負債 リュウドウフサイ												2,879,756		2,214,294		△ 665,462		△ 23.1

								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										1,925,316		1,513,802		△ 411,514		△ 21.4										支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										2,088,484		1,528,262		△ 560,222		△ 26.8

								短期借入金 タンキカリイレキン										0		90,000		90,000		―

								リース債務 サイム										48,070		47,669		△ 401		△ 0.8										リース資産 シサン										32,161		36,919		4,758		14.8

								未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										285,015		67,157		△ 217,858		△ 76.4										未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										219,351		197,585		△ 21,766		△ 9.9

								役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										30,700		6,000		△ 24,700		△ 80.5										役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										20,960		12,000		△ 8,960		△ 42.7

								その他 タ										517,294		456,806		△ 60,488		△ 11.7										その他 タ										518,799		439,526		△ 79,273		△ 15.3

						固定負債 コテイフサイ												448,498		465,026		16,528		3.7								固定負債 コテイフサイ												419,671		418,834		△ 837		△ 0.2

								長期未払金 チョウキミハラキン										83,234		83,609		375		0.5										長期未払金 チョウキミハラキン										88,878		88,380		△ 498		△ 0.6

								リース債務 サイム										86,672		86,845		173		0.2										リース債務 サイム										80,730		82,511		1,781		2.2

								繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										62,065		63,348		1,283		2.1										繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										60,031		58,206		△ 1,825		△ 3.0

								役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										161,067		175,894		14,827		9.2										役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										132,287		134,872		2,585		2.0

								その他										55,459		55,329		△ 130		△ 0.2										その他										57,744		54,864		△ 2,880		△ 5.0

						負債合計 ゴウケイ												3,254,895		2,646,461		△ 608,434		△ 18.7								負債合計 ゴウケイ												3,299,427		2,633,128		△ 666,299		△ 20.2

				純資産の部 ジュンシサンブ																										純資産の部 ジュンシサンブ

						株主資本 カブヌシシホン												8,581,738		8,684,500		102,762		1.2								株主資本 カブヌシシホン												7,811,659		7,961,461		149,802		1.9

								資本金 シホンキン										870,500		870,500		―		―										資本金 シホンキン										870,500		870,500		―		―

								資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185,972		1,185,972		―		―										資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185,972		1,185,972		―		―

								利益剰余金 リエキジョウヨキン										6,669,982		6,772,753		102,771		1.5										利益剰余金 リエキジョウヨキン										5,827,094		5,976,900		149,806		2.6

								自己株式 ジコカブシキ										△ 144,716		△ 144,724		△ 8		0.0										自己株式 ジコカブシキ										△ 71,906		△ 71,911		△ 5		0.0

						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												39,451		41,560		2,109		5.3								その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0

								その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										39,451		41,560		2,109		5.3										その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0

						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												8,621,189		8,726,061		104,872		1.2								純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												7,837,405		7,978,956		141,551		1.8

						負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,876,084		11,372,523		△ 503,561		△ 4.2								負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7





連結ＰＬ

		

																																																						（単位：千円） タンイセンエン

																														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

														前第3四半期 ゼンダイシハンキ								当第3四半期 トウダイシハンキ						増減 ゾウゲン																平成２３年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成２４年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				増減 ゾウゲン

														平成 23年 4 月  1 日から ヘイセイネンガツニチ								平成 24年 4 月  1 日から ヘイセイネンガツニチ

														平成 23年 12月 31 日まで ヘイセイ								平成 24年 12月 31 日まで ヘイセイ

														金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ						金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ				金額 キンガク		増減比(％) ゾウゲンヒ														金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		増減比 ゾウゲンヒ

						売上高 ウリアゲダカ								11,104		100.0						11,293		100.0				188		1.7								売上高 ウリアゲダカ						6,962,427		100.0		7,382,266		100.0		419,839		6.0

						売上総利益 ウリアゲソウリエキ								4,115		37.1						4,185		37.1				69		1.7								売上総利益 ウリアゲソウリエキ						2,774,560		39.9		2,824,955		38.3		50,395		1.8

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ								3,701		33.3						3,715		32.9				14		0.4								販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ						2,426,377		34.8		2,459,244		33.3		32,867		1.4

						営業利益 エイギョウリエキ								414		5.0						469		4.2				55		13.4								営業利益 エイギョウリエキ						348,182		5.0		365,711		5.0		17,529		5.0

						営業外収益 シュウエキ								45		0.4						39		0.3				△ 6		△ 13.9								営業外収益 シュウエキ						27,205		0.4		32,799		0.4		5,594		20.6

						営業外費用 ヒヨウ								2		0.0						2		0.0				5		22.3								営業外費用 ヒヨウ						1,625		0.0		1,578		0.0		△ 47		△ 2.9

						経常利益 ケイジョウリエキ								457		4.1						505		4.5				48		10.7								経常利益 ケイジョウリエキ						373,761		5.4		396,931		5.4		23,170		6.2

						特別利益 トクベツリエキ								3		0.0						4		0.0				1		29.6								特別利益 トクベツリエキ						6,714		0.1		875		0.0		△ 5,839		△ 87.0

						特別損失 トクベツソンシツ								1		0.0						2		0.0				0		20.4								特別損失 トクベツソンシツ						1,678		0.0		1,387		0.0		△ 291		△ 17.3

						税金等調整前中間純利益 ゼイキントウチョウセイマエチュウカンジュンリエキ								458		4.1						508		4.5				49		10.8								税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ						378,797		5.4		396,419		5.4		17,622		4.7

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								222		2.0						236		2.1				13		6.2								法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ						180,434		2.6		187,124		2.5		6,690		3.7

						中間純利益 チュウカンジュンリエキ								236		2.1						272		2.4				35		15.1								四半期純利益 ジュンリエキ						198,362		2.8		209,295		2.8		10,933		5.5

														前第3四半期 ゼンダイシハンキ								当第3四半期 トウダイシハンキ						増減 ゾウゲン

														平成 23年  4 月  1日から ヘイセイネンガツニチ								平成 24年  4 月  1日から ヘイセイネンガツニチ

														平成 23年 12月 31日まで ヘイセイ								平成 24年 12 月 31日まで ヘイセイ

														金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ						金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ				金額 キンガク		増減比(％) ゾウゲンヒ

						売上高 ウリアゲダカ								11,104,298		100.0						11,293,161		100.0				188,863		1.7

						売上総利益 ウリアゲソウリエキ								4,115,824		37,066.1						4,185,506		37,062.8				69,682		1.7

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ								3,701,743		33,337.0						3,715,846		32,904.0				14,103		0.4

						営業利益 エイギョウリエキ								414,080		3,729.1						469,660		4,158.9				55,580		13.4

						営業外収益 シュウエキ								45,385		408.7						39,085		346.1				△ 6,300		△ 13.9

						営業外費用 ヒヨウ								2,368		21.3						2,895		25.6				527		22.3

						経常利益 ケイジョウリエキ								457,096		4,116.5						505,850		4,479.3				48,754		10.7

						特別利益 トクベツリエキ								3,588		32.3						4,651		41.2				1,063		29.6

						特別損失 トクベツソンシツ								1,698		15.3						2,045		18.1				347		20.4

						税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ								458,986		4,133.5						508,456		4,502.4				49,470		10.8

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								222,684		2,005.4						236,419		2,093.5				13,735		6.2

						四半期純利益 シハンキジュンリエキ								236,302		2,128.1						272,037		2,408.9				35,735		15.1



科　目

科　目

科　目

科　目



連結ＰＬ (千円単位)

		

																																																						（単位：千円） タンイセンエン

																														（単位：千円） タンイセンエン

														前第3四半期 ゼンダイシハンキ								当第3四半期 トウダイシハンキ						増減 ゾウゲン																平成２３年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成２４年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				増減 ゾウゲン

														平成 23年  4 月  1日から ヘイセイネンガツニチ								平成 24年  4 月  1日から ヘイセイネンガツニチ

														平成 23年 12月 31日まで ヘイセイ								平成 24年 12 月 31日まで ヘイセイ

														金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ						金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ				金額 キンガク		増減比(％) ゾウゲンヒ														金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		増減比 ゾウゲンヒ

						売上高 ウリアゲダカ								11,104,298		100.0						11,293,161		100.0				188,863		1.7								売上高 ウリアゲダカ						6,962,427		100.0		7,382,266		100.0		419,839		6.0

						売上総利益 ウリアゲソウリエキ								4,115,824		37.1						4,185,506		37.1				69,682		1.7								売上総利益 ウリアゲソウリエキ						2,774,560		39.9		2,824,955		38.3		50,395		1.8

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ								3,701,743		33.3						3,715,846		32.9				14,103		0.4								販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ						2,426,377		34.8		2,459,244		33.3		32,867		1.4

						営業利益 エイギョウリエキ								414,080		3.7						469,660		4.2				55,580		13.4								営業利益 エイギョウリエキ						348,182		5.0		365,711		5.0		17,529		5.0

						営業外収益 シュウエキ								45,385		0.4						39,085		0.3				△ 6,300		△ 13.9								営業外収益 シュウエキ						27,205		0.4		32,799		0.4		5,594		20.6

						営業外費用 ヒヨウ								2,368		0.0						2,895		0.0				527		22.3								営業外費用 ヒヨウ						1,625		0.0		1,578		0.0		△ 47		△ 2.9

						経常利益 ケイジョウリエキ								457,096		4.1						505,850		4.5				48,754		10.7								経常利益 ケイジョウリエキ						373,761		5.4		396,931		5.4		23,170		6.2

						特別利益 トクベツリエキ								3,588		0.0						4,651		0.0				1,063		29.6								特別利益 トクベツリエキ						6,714		0.1		875		0.0		△ 5,839		△ 87.0

						特別損失 トクベツソンシツ								1,698		0.0						2,045		0.0				347		20.4								特別損失 トクベツソンシツ						1,678		0.0		1,387		0.0		△ 291		△ 17.3

						税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ								458,986		4.1						508,456		4.5				49,470		10.8								税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ						378,797		5.4		396,419		5.4		17,622		4.7

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								222,684		2.0						236,419		2.1				13,735		6.2								法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ						180,434		2.6		187,124		2.5		6,690		3.7

						四半期純利益 シハンキジュンリエキ								236,302		2.1						272,037		2.4				35,735		15.1								四半期純利益 ジュンリエキ						198,362		2.8		209,295		2.8		10,933		5.5



科　目

科　目

科　目



ＣＦ

				第2四半期連結キャッシュ・フローの状況 ダイシハンキレンケツジョウキョウ

																		（単位：百万円）

														平成２４年 ３月期　第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ		平成２５年 ３月期　第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ		平成２４年 ３月期 ヘイセイネンガツキ

														平成23年 4月 1 日から ヘイセイネンガツニチ		平成24年 4月 1 日から ヘイセイネンガツニチ		平成23年 4月  1 日から ヘイセイネンガツニチ

														平成24年 9月30日まで ヘイセイネンガツニチ		平成24年 9月30日まで ヘイセイネンガツニチ		平成24年 3月 31日まで ヘイセイネンガツニチ

						Ⅰ．				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ				376		451		1,186

						Ⅱ．				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシカツドウ				△ 254		△ 309		△ 447

						Ⅲ．				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイムカツドウ				△ 75		△ 65		△ 139

						Ⅳ．				現金及び現金同等物の増減額 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツゾウゲンガク				46		76		599

						Ⅴ．				現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキシュザンダカ				2,337		2,937		2,337

						Ⅵ．				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツシハンキマツザンダカ				2,384		3,013		2,937



区　分

期　別



グラフ（営業成績推移）

				連結営業利益・連結経常利益・連結当期純利益の推移 レンケツリエキレンケツケイジョウリエキレンケツトウキジュンリエキスイイ

																				（単位：百万円）

										平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２５年３月期 ヘイセイネンガツキ

										第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期計画

						売上高				10,640		15,334		11,104		15,878		11,293		16,500

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				7.6		7.1		4.4		3.5		1.7		3.9

						営業利益				428		819		414		857		469		910

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				6.1		6.9		△ 3.5		4.7		13.4		6.2

						経常利益				464		867		457		913		505		950						連結営業利益・経常利益・当期純利益 レンケツエイギョウリエキケイジョウリエキトウキジュンリエキ																						（単位：千円） セン

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				5.0		6.1		△ 1.7		5.4		10.7		4.1												営業利益						経常利益						当期純利益

						四半期（当期）純利益 シハンキジュン				228		452		236		484		272		494												H.23/3		H.24/3		H.25/3		H.23/3		H.24/3		H.25/3		H.23/3		H.24/3		H.25/3

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				9.4		10.1		3.5		7.0		15.1		2.1						第３四半期 ダイシハンキ						428		414		469		464		457		505		228		236		272

																										通期 ツウキ						819		857		910		867		913		950		452		484		494





グラフ（営業成績推移）

		H.23/3		H.23/3

		H.24/3		H.24/3

		H.25/3		H.25/3

		H.23/3		H.23/3

		H.24/3		H.24/3

		H.25/3		H.25/3

		H.23/3		H.23/3

		H.24/3		H.24/3

		H.25/3		H.25/3



営業利益の推移

経常利益の推移

当期純利益の推移

第２四半期

通期

（百万円）

348182735

819056286

365711000

860000000

357971000

910000000

373761920

867086907

396931000

900000000

383637000

950000000

198362607

452596707

209295000

470000000

213761000

494000000



グラフ（１株当たり当期純利益・株主資本推移）

				（８） 連結１株当たり当期純利益・連結１株当たり純資産の推移 レンケツジュンジュンシサンスイイ

																																																				（単位：円）

																														H19/3		H20/3		H22/3		H23/3		H24/3		H25/3計画 ケイカク		H19/3		H20/3		H22/3		H23/3		H24/3		H24/12

																										１株当たり純利益 カブアジュンリエキ				25.89		19.10		51.20		56.64		61.04		62.40

																										１株当たり純資産 カブアジュンシサン																874.58		873.02		938.17		988.10		1,036.29		1,061.52





グラフ（１株当たり当期純利益・株主資本推移）

		



&A

Page &P

１株当たり純利益

１株当たり純資産

（円）

（円）



グラフ（１株当たり配当金・配当性向推移）

				４．１株当たり配当金・配当性向の推移 カブアハイトウキンハイトウセイコウスイイ

																														H19/3		H20/3		H23/3		H24/3		H25/3		H26/3計画 ケイカク

																										１株当たり配当金 カブアハイトウキン				11.00		11.00		13.00		11.00		11.00		13.00		（単位：円）

																										配当性向（連結） ハイトウキンセイコウレンケツ				42.5		57.6		23.0		18.0		15.8		18.2		（単位：％）



&C　



グラフ（１株当たり配当金・配当性向推移）

		



１株当たり配当金

配当性向（連結）

（円）

（％）



※ 平成23年3月期の配当金 13.00円は、60周年記念配当 2.00円を含んでいます。



比較貸借対照表（負債の部）
（単位：百万円）

ご参考

平成27年3月期 平成28年3月期 前期末比 前期末

期 末 第 2 四 半 期 増 減 増 減 比 ( ％ )

3,351 2,333 △ 1,018 △ 30.4

2,092 1,519 △ 572 △ 27.4

― ― ― ―

17 18 0 1.6

74 77 3 4.1

249 200 △ 49 △ 19.7

28 13 △ 15 △ 53.8

889 504 △ 384 △ 43.2

638 629 △ 8 △ 1.4

42 29 △ 13 △ 32.1

117 112 △ 4 △ 4.0

138 140 1 1.4

73 66 △ 7 △ 9.8

203 216 13 6.4

61 63 1 3.1

3,989 2,962 △ 1,027 △ 25.7

9,430 9,558 127 1.4

870 870 ― ―

1,185 1,185 ― ―

7,518 7,754 235 3.1

△ 144 △ 252 △ 107 74.3

108 85 △ 22 △ 21.1

108 85 △ 22 △ 21.1

長 期 借 入 金

短 期 借 入 金

負 債 の 部

流 動 負 債

支 払 手 形 及 び 買 掛 金

1年以内返済予定の長期借入金

固 定 負 債

未 払 法 人 税 等

役 員 賞 与 引 当 金

リ ー ス 債 務

繰 延 税 金 負 債

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

長 期 未 払 金

リ ー ス 債 務

そ の 他

純 資 産 の 部

株 主 資 本

そ の 他

負 債 合 計

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

資 本 金

資 本 剰 余 金

そ の 他 の包 括利 益累 計額
その他有価証券評価差額金
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経営指標

		

				平成２５年３月期　第３四半期　主要経営指標の推移 ヘイセイネンガツキダイシハンキシュヨウケイエイシヒョウスイイ

																				（単位：百万円）

										平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２５年３月期 ヘイセイネンガツキ

										第 ３ 四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第 ３ 四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第 ３ 四半期実績 ダイシハンキ		前第３四半期比(%) ダイシハンキ

						売上高 ウリアゲダカ				10,640		15,334		11,104		15,878		11,293		101.7%

						営業利益 エイギョウリ				428		819		414		857		469		113.3%

						経常利益 リ				464		867		457		913		505		110.5%

						純利益 リ				228		452		236		484		272		115.3%

						資本金				870		870		870		870		870		100.0%

						（発行済株式総数）				( 8,046千株)		( 8,046千株)		( 8,046千株)		( 8,046千株)		( 8,046千株)		(100.0%)

						純資産額				7,600		7,837		7,955		8,218		8,367		105.2%

						総資産額				10,647		11,136		11,032		12,054		11,444		103.7%

						自己資本比率 ジコシホン				71.4%		70.4%		72.1%		68.2%		73.1%		101.4%

						１株当たり純資産額				958.24円		988.10円		1,003.19円		1,036.29円		1,061.52円		105.8%

						1株当たり純利益 リ				28.49円		56.64円		29.79円		61.04円		34.34円		115.3%

						従業員数				322人		322人		335人		328人		335人		100.0%



期　別

区　分



連結ＢＳ 資産

		

						財務諸表 ザイムショヒョウ

																						（単位：百万円） タンイヒャクマンエン																										（単位：千円） タンイセンエン																								（単位：千円） タンイセンエン

		資産の部 シサンブ																										資産の部 シサンブ																								資産の部 シサンブ

																平成27年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成28年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																		平成27年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成28年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																期末 キマツ		第2四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																		期末 キマツ		第2四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

				流動資産 リュウドウシサン												7,729		6,716		△ 1,013		△ 13.1								流動資産 リュウドウシサン												5,871,485		5,449,881		△ 421,604		△ 7.2						流動資産 リュウドウシサン												7,729,611		6,716,173		△ 1,013,438		△ 13.1

						現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										4,006		3,916		△ 89		△ 2.2										現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										2,337,772		2,384,542		46,770		2.0								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										4,006,480		3,916,647		△ 89,833		△ 2.2

						受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,896		2,034		△ 861		△ 29.7										受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,653,556		2,062,939		△ 590,617		△ 22.3								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,896,019		2,034,711		△ 861,308		△ 29.7

						商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										371		329		△ 41		△ 11.3										商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										390,113		383,489		△ 6,624		△ 1.7								商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										371,318		329,504		△ 41,814		△ 11.3

						繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										79		81		1		2.5										繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										91,669		96,475		4,806		5.2								繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										79,191		81,152		1,961		2.5

						その他 タ										392		365		△ 26		△ 6.9										その他 タ										415,107		535,797		120,690		29.1								その他 タ										392,802		365,839		△ 26,963		△ 6.9

						貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16		△ 11		4		△ 27.9										貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16,733		△ 13,362		3,371		△ 20.1								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16,201		△ 11,681		4,520		△ 27.9

				固定資産 コテイシサン												5,799		5,890		91		1.6								固定資産 コテイシサン												5,265,347		5,162,204		△ 103,143		△ 2.0						固定資産 コテイシサン												5,799,316		5,890,563		91,247		1.6

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン										4,078		4,300		221		5.4										有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,954,321		3,926,265		△ 28,056		△ 0.7								有形固定資産 ユウケイコテイシサン										4,078,507		4,300,364		221,857		5.4

								建物及び構築物（純額） タテモノオヨコウチクブツジュンガク								1,150		1,128		△ 21		△ 1.8												建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ								806,507		971,903		165,396		20.5										建物及び構築物（純額） タテモノオヨコウチクブツジュンガク								1,150,063		1,128,822		△ 21,241		△ 1.8

								機械装置及び運搬具（純額） キカイソウチオヨウンパングジュンガク								581		569		△ 11		△ 2.0												機械装置及び運搬具 キカイソウチオヨウンパング								880,208		955,077		74,869		8.5										機械装置及び運搬具（純額） キカイソウチオヨウンパングジュンガク								581,519		569,745		△ 11,774		△ 2.0

								土地 トチ								1,758		1,979		221		12.6												土地 トチ								1,661,802		1,687,977		26,175		1.6										土地 トチ								1,758,446		1,979,495		221,049		12.6

								リース資産（純額） シサンジュンガク								199		203		4		2.0												リース資産 シサン								107,516		113,743		6,227		5.8										リース資産（純額） シサンジュンガク								199,848		203,872		4,024		2.0

								その他（純額） ジュンガク								388		418		29		7.7												その他								498,286		197,563		△ 300,723		△ 60.4										その他（純額） ジュンガク								388,628		418,428		29,800		7.7

						無形固定資産 ムケイコテイシサン										1,147		1,059		△ 87		△ 7.7										無形固定資産 ムケイコテイシサン										900,603		816,745		△ 83,858		△ 9.3								無形固定資産 ムケイコテイシサン										1,147,577		1,059,778		△ 87,799		△ 7.7

								のれん								1,096		1,017		△ 79		△ 7.2												のれん								809,374		735,456		△ 73,918		△ 9.1										のれん								1,096,771		1,017,394		△ 79,377		△ 7.2

								その他								50		42		△ 8		△ 16.6												その他								91,229		81,288		△ 9,941		△ 10.9										その他								50,806		42,383		△ 8,423		△ 16.6

						投資その他の資産 トウシタシサン										573		530		△ 42		△ 7.5										投資その他の資産 トウシタシサン										410,421		419,193		8,772		2.1								投資その他の資産 トウシタシサン										573,231		530,420		△ 42,811		△ 7.5

								投資有価証券 トウシユウカショウケン								366		332		△ 33		△ 9.2												投資有価証券 トウシユウカショウケン								194,771		180,904		△ 13,867		△ 7.1										投資有価証券 トウシユウカショウケン								366,686		332,913		△ 33,773		△ 9.2

								関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								9		9		0		0.0												関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								8,200		8,200		0		0.0										関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								9,400		9,400		0		0.0

								その他								203		189		△ 13		△ 6.8												その他								222,041		244,015		21,974		9.9										その他								203,422		189,613		△ 13,809		△ 6.8

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 6		△ 1		4		△ 76.0												貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 14,591		△ 13,926		665		△ 4.6										貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 6,277		△ 1,506		4,771		△ 76.0

				資産合計 シサンゴウケイ												13,528		12,606		△ 922		△ 6.8								資産合計 シサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7						資産合計 シサンゴウケイ												13,528,928		12,606,736		△ 922,192		△ 6.8





連結ＢＳ 資産 (千円単位)

		

																						（単位：千円） タンイセンエン																										（単位：千円） タンイセンエン

		資産の部 シサンブ																										資産の部 シサンブ

																平成25年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成26年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																期末 キマツ		第1四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

				流動資産 リュウドウシサン												7,014,415		6,591,528		△ 422,887		△ 6.0								流動資産 リュウドウシサン												5,871,485		5,449,881		△ 421,604		△ 7.2

						現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										3,230,856		3,359,128		128,272		4.0										現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										2,337,772		2,384,542		46,770		2.0

						受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,718,264		2,114,771		△ 603,493		△ 22.2										受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,653,556		2,062,939		△ 590,617		△ 22.3

						商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										422,406		441,806		19,400		4.6										商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										390,113		383,489		△ 6,624		△ 1.7

						繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										98,130		47,433		△ 50,697		△ 51.7										繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										91,669		96,475		4,806		5.2

						その他 タ										558,882		639,312		80,430		14.4										その他 タ										415,107		535,797		120,690		29.1

						貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 14,124		△ 10,923		3,201		△ 22.7										貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16,733		△ 13,362		3,371		△ 20.1

				固定資産 コテイシサン												4,861,668		4,780,994		△ 80,674		△ 1.7								固定資産 コテイシサン												5,265,347		5,162,204		△ 103,143		△ 2.0

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,740,398		3,698,340		△ 42,058		△ 1.1										有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,954,321		3,926,265		△ 28,056		△ 0.7

								建物及び構築物（純額） タテモノオヨコウチクブツジュンガク								940,718		924,658		△ 16,060		△ 1.7												建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ								806,507		971,903		165,396		20.5

								機械装置及び運搬具（純額） キカイソウチオヨウンパングジュンガク								744,447		717,675		△ 26,772		△ 3.6												機械装置及び運搬具 キカイソウチオヨウンパング								880,208		955,077		74,869		8.5

								土地 トチ								1,686,577		1,686,577		0		0.0												土地 トチ								1,661,802		1,687,977		26,175		1.6

								リース資産（純額） シサンジュンガク								128,326		128,109		△ 217		△ 0.2												リース資産 シサン								107,516		113,743		6,227		5.8

								その他（純額） ジュンガク								240,328		241,320		992		0.4												その他								498,286		197,563		△ 300,723		△ 60.4

						無形固定資産 ムケイコテイシサン										600,066		568,970		△ 31,096		△ 5.2										無形固定資産 ムケイコテイシサン										900,603		816,745		△ 83,858		△ 9.3

								のれん								542,819		516,040		△ 26,779		△ 4.9												のれん								809,374		735,456		△ 73,918		△ 9.1

								その他								57,246		52,929		△ 4,317		△ 7.5												その他								91,229		81,288		△ 9,941		△ 10.9

						投資その他の資産 トウシタシサン										521,203		513,684		△ 7,519		△ 1.4										投資その他の資産 トウシタシサン										410,421		419,193		8,772		2.1

								投資有価証券 トウシユウカショウケン								278,010		277,518		△ 492		△ 0.2												投資有価証券 トウシユウカショウケン								194,771		180,904		△ 13,867		△ 7.1

								関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								8,200		8,200		0		0.0												関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								8,200		8,200		0		0.0

								その他								245,905		238,813		△ 7,092		△ 2.9												その他								222,041		244,015		21,974		9.9

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 10,913		△ 10,848		65		△ 0.6												貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 14,591		△ 13,926		665		△ 4.6

				資産合計 シサンゴウケイ												11,876,084		11,372,523		△ 503,561		△ 4.2								資産合計 シサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7





連結ＢＳ負債 

		

																								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン																										（単位：千円） タンイセンエン																								（単位：千円） タンイセンエン

				負債の部 フサイブ																										負債の部 フサイブ																								負債の部 フサイブ

																		平成27年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成28年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																		平成27年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成28年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																		期末 キマツ		第2四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																		期末 キマツ		第2四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

						流動負債 リュウドウフサイ												3,351		2,333		△ 1,018		△ 30.4								流動負債 リュウドウフサイ												2,879,756		2,214,294		△ 665,462		△ 23.1						流動負債 リュウドウフサイ												3,351,745		2,333,351		△ 1,018,394		△ 30.4

								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										2,092		1,519		△ 572		△ 27.4										支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										2,088,484		1,528,262		△ 560,222		△ 26.8								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										2,092,653		1,519,965		△ 572,688		△ 27.4

								短期借入金 タンキカリイレキン										―		―		―		―																																		短期借入金 タンキカリイレキン										0		0		0		―

								1年以内返済予定の長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン										17		18		0		1.6																																		1年以内返済予定の長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン										17,709		18,000		291		1.6

								リース債務 サイム										74		77		3		4.1										リース資産 シサン										32,161		36,919		4,758		14.8								リース債務 サイム										74,073		77,108		3,035		4.1

								未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										249		200		△ 49		△ 19.7										未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										219,351		197,585		△ 21,766		△ 9.9								未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										249,620		200,435		△ 49,185		△ 19.7

								役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										28		13		△ 15		△ 53.8										役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										20,960		12,000		△ 8,960		△ 42.7								役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										28,600		13,200		△ 15,400		△ 53.8

								その他 タ										889		504		△ 384		△ 43.2										その他 タ										518,799		439,526		△ 79,273		△ 15.3								その他 タ										889,088		504,642		△ 384,446		△ 43.2

						固定負債 コテイフサイ												638		629		△ 8		△ 1.4								固定負債 コテイフサイ												419,671		418,834		△ 837		△ 0.2						固定負債 コテイフサイ												638,039		629,182		△ 8,857		△ 1.4

								長期借入金 チョウキカリイレキン										42		29		△ 13		△ 32.1																																		長期借入金 チョウキカリイレキン										42,960		29,170		△ 13,790		△ 32.1

								長期未払金 チョウキミハラキン										117		112		△ 4		△ 4.0										長期未払金 チョウキミハラキン										88,878		88,380		△ 498		△ 0.6								長期未払金 チョウキミハラキン										117,140		112,413		△ 4,727		△ 4.0

								リース債務 サイム										138		140		1		1.4										リース債務 サイム										80,730		82,511		1,781		2.2								リース債務 サイム										138,804		140,701		1,897		1.4

								繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										73		66		△ 7		△ 9.8										繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										60,031		58,206		△ 1,825		△ 3.0								繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										73,977		66,718		△ 7,259		△ 9.8

								役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										203		216		13		6.4										役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										132,287		134,872		2,585		2.0								役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										203,415		216,525		13,110		6.4

								その他										61		63		1		3.1										その他										57,744		54,864		△ 2,880		△ 5.0								その他										61,741		63,653		1,912		3.1

						負債合計 ゴウケイ												3,989		2,962		△ 1,027		△ 25.7								負債合計 ゴウケイ												3,299,427		2,633,128		△ 666,299		△ 20.2						負債合計 ゴウケイ												3,989,785		2,962,534		△ 1,027,251		△ 25.7

				純資産の部 ジュンシサンブ																										純資産の部 ジュンシサンブ																								純資産の部 ジュンシサンブ

						株主資本 カブヌシシホン												9,430		9,558		127		1.4								株主資本 カブヌシシホン												7,811,659		7,961,461		149,802		1.9						株主資本 カブヌシシホン												9,430,696		9,558,652		127,956		1.4

								資本金 シホンキン										870		870		―		―										資本金 シホンキン										870,500		870,500		―		―								資本金 シホンキン										870,500		870,500		―		―

								資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185		1,185		―		―										資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185,972		1,185,972		―		―								資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185,972		1,185,972		―		―

								利益剰余金 リエキジョウヨキン										7,518		7,754		235		3.1										利益剰余金 リエキジョウヨキン										5,827,094		5,976,900		149,806		2.6								利益剰余金 リエキジョウヨキン										7,518,977		7,754,527		235,550		3.1

								自己株式 ジコカブシキ										△ 144		△ 252		△ 107		74.3										自己株式 ジコカブシキ										△ 71,906		△ 71,911		△ 5		0.0								自己株式 ジコカブシキ										△ 144,753		△ 252,346		△ 107,593		74.3

						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												108		85		△ 22		△ 21.1								その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												108,446		85,549		△ 22,897		△ 21.1

								その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										108		85		△ 22		△ 21.1										その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0								その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										108,446		85,549		△ 22,897		△ 21.1

						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												9,539		9,644		105		1.1								純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												7,837,405		7,978,956		141,551		1.8						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												9,539,142		9,644,202		105,060		1.1

						負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												13,528		12,606		△ 922		△ 6.8								負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7						負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												13,528,928		12,606,736		△ 922,192		△ 6.8





連結ＢＳ負債  (千円単位)

		

																								（単位：千円） タンイセンエン																										（単位：千円） タンイセンエン

				負債の部 フサイブ																										負債の部 フサイブ

																		平成25年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成26年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																		期末 キマツ		第1四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

						流動負債 リュウドウフサイ												2,806,396		2,181,435		△ 624,961		△ 22.3								流動負債 リュウドウフサイ												2,879,756		2,214,294		△ 665,462		△ 23.1

								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										1,925,316		1,513,802		△ 411,514		△ 21.4										支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										2,088,484		1,528,262		△ 560,222		△ 26.8

								短期借入金 タンキカリイレキン										0		90,000		90,000		―

								リース債務 サイム										48,070		47,669		△ 401		△ 0.8										リース資産 シサン										32,161		36,919		4,758		14.8

								未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										285,015		67,157		△ 217,858		△ 76.4										未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										219,351		197,585		△ 21,766		△ 9.9

								役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										30,700		6,000		△ 24,700		△ 80.5										役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										20,960		12,000		△ 8,960		△ 42.7

								その他 タ										517,294		456,806		△ 60,488		△ 11.7										その他 タ										518,799		439,526		△ 79,273		△ 15.3

						固定負債 コテイフサイ												448,498		465,026		16,528		3.7								固定負債 コテイフサイ												419,671		418,834		△ 837		△ 0.2

								長期未払金 チョウキミハラキン										83,234		83,609		375		0.5										長期未払金 チョウキミハラキン										88,878		88,380		△ 498		△ 0.6

								リース債務 サイム										86,672		86,845		173		0.2										リース債務 サイム										80,730		82,511		1,781		2.2

								繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										62,065		63,348		1,283		2.1										繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										60,031		58,206		△ 1,825		△ 3.0

								役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										161,067		175,894		14,827		9.2										役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										132,287		134,872		2,585		2.0

								その他										55,459		55,329		△ 130		△ 0.2										その他										57,744		54,864		△ 2,880		△ 5.0

						負債合計 ゴウケイ												3,254,895		2,646,461		△ 608,434		△ 18.7								負債合計 ゴウケイ												3,299,427		2,633,128		△ 666,299		△ 20.2

				純資産の部 ジュンシサンブ																										純資産の部 ジュンシサンブ

						株主資本 カブヌシシホン												8,581,738		8,684,500		102,762		1.2								株主資本 カブヌシシホン												7,811,659		7,961,461		149,802		1.9

								資本金 シホンキン										870,500		870,500		―		―										資本金 シホンキン										870,500		870,500		―		―

								資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185,972		1,185,972		―		―										資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185,972		1,185,972		―		―

								利益剰余金 リエキジョウヨキン										6,669,982		6,772,753		102,771		1.5										利益剰余金 リエキジョウヨキン										5,827,094		5,976,900		149,806		2.6

								自己株式 ジコカブシキ										△ 144,716		△ 144,724		△ 8		0.0										自己株式 ジコカブシキ										△ 71,906		△ 71,911		△ 5		0.0

						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												39,451		41,560		2,109		5.3								その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0

								その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										39,451		41,560		2,109		5.3										その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0

						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												8,621,189		8,726,061		104,872		1.2								純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												7,837,405		7,978,956		141,551		1.8

						負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,876,084		11,372,523		△ 503,561		△ 4.2								負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7





連結ＰＬ

		

																																																						（単位：千円） タンイセンエン

																														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

														前第3四半期 ゼンダイシハンキ								当第3四半期 トウダイシハンキ						増減 ゾウゲン																平成２３年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成２４年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				増減 ゾウゲン

														平成 23年 4 月  1 日から ヘイセイネンガツニチ								平成 24年 4 月  1 日から ヘイセイネンガツニチ

														平成 23年 12月 31 日まで ヘイセイ								平成 24年 12月 31 日まで ヘイセイ

														金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ						金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ				金額 キンガク		増減比(％) ゾウゲンヒ														金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		増減比 ゾウゲンヒ

						売上高 ウリアゲダカ								11,104		100.0						11,293		100.0				188		1.7								売上高 ウリアゲダカ						6,962,427		100.0		7,382,266		100.0		419,839		6.0

						売上総利益 ウリアゲソウリエキ								4,115		37.1						4,185		37.1				69		1.7								売上総利益 ウリアゲソウリエキ						2,774,560		39.9		2,824,955		38.3		50,395		1.8

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ								3,701		33.3						3,715		32.9				14		0.4								販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ						2,426,377		34.8		2,459,244		33.3		32,867		1.4

						営業利益 エイギョウリエキ								414		5.0						469		4.2				55		13.4								営業利益 エイギョウリエキ						348,182		5.0		365,711		5.0		17,529		5.0

						営業外収益 シュウエキ								45		0.4						39		0.3				△ 6		△ 13.9								営業外収益 シュウエキ						27,205		0.4		32,799		0.4		5,594		20.6

						営業外費用 ヒヨウ								2		0.0						2		0.0				5		22.3								営業外費用 ヒヨウ						1,625		0.0		1,578		0.0		△ 47		△ 2.9

						経常利益 ケイジョウリエキ								457		4.1						505		4.5				48		10.7								経常利益 ケイジョウリエキ						373,761		5.4		396,931		5.4		23,170		6.2

						特別利益 トクベツリエキ								3		0.0						4		0.0				1		29.6								特別利益 トクベツリエキ						6,714		0.1		875		0.0		△ 5,839		△ 87.0

						特別損失 トクベツソンシツ								1		0.0						2		0.0				0		20.4								特別損失 トクベツソンシツ						1,678		0.0		1,387		0.0		△ 291		△ 17.3

						税金等調整前中間純利益 ゼイキントウチョウセイマエチュウカンジュンリエキ								458		4.1						508		4.5				49		10.8								税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ						378,797		5.4		396,419		5.4		17,622		4.7

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								222		2.0						236		2.1				13		6.2								法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ						180,434		2.6		187,124		2.5		6,690		3.7

						中間純利益 チュウカンジュンリエキ								236		2.1						272		2.4				35		15.1								四半期純利益 ジュンリエキ						198,362		2.8		209,295		2.8		10,933		5.5

														前第3四半期 ゼンダイシハンキ								当第3四半期 トウダイシハンキ						増減 ゾウゲン

														平成 23年  4 月  1日から ヘイセイネンガツニチ								平成 24年  4 月  1日から ヘイセイネンガツニチ

														平成 23年 12月 31日まで ヘイセイ								平成 24年 12 月 31日まで ヘイセイ

														金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ						金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ				金額 キンガク		増減比(％) ゾウゲンヒ

						売上高 ウリアゲダカ								11,104,298		100.0						11,293,161		100.0				188,863		1.7

						売上総利益 ウリアゲソウリエキ								4,115,824		37,066.1						4,185,506		37,062.8				69,682		1.7

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ								3,701,743		33,337.0						3,715,846		32,904.0				14,103		0.4

						営業利益 エイギョウリエキ								414,080		3,729.1						469,660		4,158.9				55,580		13.4

						営業外収益 シュウエキ								45,385		408.7						39,085		346.1				△ 6,300		△ 13.9

						営業外費用 ヒヨウ								2,368		21.3						2,895		25.6				527		22.3

						経常利益 ケイジョウリエキ								457,096		4,116.5						505,850		4,479.3				48,754		10.7

						特別利益 トクベツリエキ								3,588		32.3						4,651		41.2				1,063		29.6

						特別損失 トクベツソンシツ								1,698		15.3						2,045		18.1				347		20.4

						税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ								458,986		4,133.5						508,456		4,502.4				49,470		10.8

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								222,684		2,005.4						236,419		2,093.5				13,735		6.2

						四半期純利益 シハンキジュンリエキ								236,302		2,128.1						272,037		2,408.9				35,735		15.1



科　目

科　目

科　目

科　目



連結ＰＬ (千円単位)

		

																																																						（単位：千円） タンイセンエン

																														（単位：千円） タンイセンエン

														前第3四半期 ゼンダイシハンキ								当第3四半期 トウダイシハンキ						増減 ゾウゲン																平成２３年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成２４年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				増減 ゾウゲン

														平成 23年  4 月  1日から ヘイセイネンガツニチ								平成 24年  4 月  1日から ヘイセイネンガツニチ

														平成 23年 12月 31日まで ヘイセイ								平成 24年 12 月 31日まで ヘイセイ

														金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ						金額 キンガク		構成比（％） コウセイヒ				金額 キンガク		増減比(％) ゾウゲンヒ														金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		増減比 ゾウゲンヒ

						売上高 ウリアゲダカ								11,104,298		100.0						11,293,161		100.0				188,863		1.7								売上高 ウリアゲダカ						6,962,427		100.0		7,382,266		100.0		419,839		6.0

						売上総利益 ウリアゲソウリエキ								4,115,824		37.1						4,185,506		37.1				69,682		1.7								売上総利益 ウリアゲソウリエキ						2,774,560		39.9		2,824,955		38.3		50,395		1.8

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ								3,701,743		33.3						3,715,846		32.9				14,103		0.4								販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ						2,426,377		34.8		2,459,244		33.3		32,867		1.4

						営業利益 エイギョウリエキ								414,080		3.7						469,660		4.2				55,580		13.4								営業利益 エイギョウリエキ						348,182		5.0		365,711		5.0		17,529		5.0

						営業外収益 シュウエキ								45,385		0.4						39,085		0.3				△ 6,300		△ 13.9								営業外収益 シュウエキ						27,205		0.4		32,799		0.4		5,594		20.6

						営業外費用 ヒヨウ								2,368		0.0						2,895		0.0				527		22.3								営業外費用 ヒヨウ						1,625		0.0		1,578		0.0		△ 47		△ 2.9

						経常利益 ケイジョウリエキ								457,096		4.1						505,850		4.5				48,754		10.7								経常利益 ケイジョウリエキ						373,761		5.4		396,931		5.4		23,170		6.2

						特別利益 トクベツリエキ								3,588		0.0						4,651		0.0				1,063		29.6								特別利益 トクベツリエキ						6,714		0.1		875		0.0		△ 5,839		△ 87.0

						特別損失 トクベツソンシツ								1,698		0.0						2,045		0.0				347		20.4								特別損失 トクベツソンシツ						1,678		0.0		1,387		0.0		△ 291		△ 17.3

						税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ								458,986		4.1						508,456		4.5				49,470		10.8								税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ						378,797		5.4		396,419		5.4		17,622		4.7

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								222,684		2.0						236,419		2.1				13,735		6.2								法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ						180,434		2.6		187,124		2.5		6,690		3.7

						四半期純利益 シハンキジュンリエキ								236,302		2.1						272,037		2.4				35,735		15.1								四半期純利益 ジュンリエキ						198,362		2.8		209,295		2.8		10,933		5.5



科　目

科　目

科　目



ＣＦ

				第2四半期連結キャッシュ・フローの状況 ダイシハンキレンケツジョウキョウ

																		（単位：百万円）

														平成２４年 ３月期　第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ		平成２５年 ３月期　第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ		平成２４年 ３月期 ヘイセイネンガツキ

														平成23年 4月 1 日から ヘイセイネンガツニチ		平成24年 4月 1 日から ヘイセイネンガツニチ		平成23年 4月  1 日から ヘイセイネンガツニチ

														平成24年 9月30日まで ヘイセイネンガツニチ		平成24年 9月30日まで ヘイセイネンガツニチ		平成24年 3月 31日まで ヘイセイネンガツニチ

						Ⅰ．				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ				376		451		1,186

						Ⅱ．				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシカツドウ				△ 254		△ 309		△ 447

						Ⅲ．				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイムカツドウ				△ 75		△ 65		△ 139

						Ⅳ．				現金及び現金同等物の増減額 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツゾウゲンガク				46		76		599

						Ⅴ．				現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキシュザンダカ				2,337		2,937		2,337

						Ⅵ．				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツシハンキマツザンダカ				2,384		3,013		2,937



区　分

期　別



グラフ（営業成績推移）

				連結営業利益・連結経常利益・連結当期純利益の推移 レンケツリエキレンケツケイジョウリエキレンケツトウキジュンリエキスイイ

																				（単位：百万円）

										平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２５年３月期 ヘイセイネンガツキ

										第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第３四半期実績 ダイシハンキ		通期計画

						売上高				10,640		15,334		11,104		15,878		11,293		16,500

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				7.6		7.1		4.4		3.5		1.7		3.9

						営業利益				428		819		414		857		469		910

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				6.1		6.9		△ 3.5		4.7		13.4		6.2

						経常利益				464		867		457		913		505		950						連結営業利益・経常利益・当期純利益 レンケツエイギョウリエキケイジョウリエキトウキジュンリエキ																						（単位：千円） セン

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				5.0		6.1		△ 1.7		5.4		10.7		4.1												営業利益						経常利益						当期純利益

						四半期（当期）純利益 シハンキジュン				228		452		236		484		272		494												H.23/3		H.24/3		H.25/3		H.23/3		H.24/3		H.25/3		H.23/3		H.24/3		H.25/3

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				9.4		10.1		3.5		7.0		15.1		2.1						第３四半期 ダイシハンキ						428		414		469		464		457		505		228		236		272

																										通期 ツウキ						819		857		910		867		913		950		452		484		494





グラフ（営業成績推移）

		H.23/3		H.23/3

		H.24/3		H.24/3

		H.25/3		H.25/3

		H.23/3		H.23/3

		H.24/3		H.24/3

		H.25/3		H.25/3

		H.23/3		H.23/3

		H.24/3		H.24/3

		H.25/3		H.25/3



営業利益の推移

経常利益の推移

当期純利益の推移

第２四半期

通期

（百万円）

348182735

819056286

365711000

860000000

357971000

910000000

373761920

867086907

396931000

900000000

383637000

950000000

198362607

452596707

209295000

470000000

213761000

494000000



グラフ（１株当たり当期純利益・株主資本推移）

				（８） 連結１株当たり当期純利益・連結１株当たり純資産の推移 レンケツジュンジュンシサンスイイ

																																																				（単位：円）

																														H19/3		H20/3		H22/3		H23/3		H24/3		H25/3計画 ケイカク		H19/3		H20/3		H22/3		H23/3		H24/3		H24/12

																										１株当たり純利益 カブアジュンリエキ				25.89		19.10		51.20		56.64		61.04		62.40

																										１株当たり純資産 カブアジュンシサン																874.58		873.02		938.17		988.10		1,036.29		1,061.52





グラフ（１株当たり当期純利益・株主資本推移）

		



&A

Page &P

１株当たり純利益

１株当たり純資産

（円）

（円）



グラフ（１株当たり配当金・配当性向推移）

				４．１株当たり配当金・配当性向の推移 カブアハイトウキンハイトウセイコウスイイ

																														H19/3		H20/3		H23/3		H24/3		H25/3		H26/3計画 ケイカク

																										１株当たり配当金 カブアハイトウキン				11.00		11.00		13.00		11.00		11.00		13.00		（単位：円）

																										配当性向（連結） ハイトウキンセイコウレンケツ				42.5		57.6		23.0		18.0		15.8		18.2		（単位：％）



&C　



グラフ（１株当たり配当金・配当性向推移）

		



１株当たり配当金

配当性向（連結）

（円）

（％）



※ 平成23年3月期の配当金 13.00円は、60周年記念配当 2.00円を含んでいます。



比較損益計算書ご参考

金 額 百 分 比 金 額 百 分 比 金 額 増 減 比

8,124 100.0 7,839 100.0 △ 285 △ 3.5

3,018 37.1 3,096 39.5 78 2.6

2,699 33.2 2,672 34.1 △ 26 △ 1.0

318 3.9 423 5.4 104 32.9

29 0.4 29 0.4 0 △ 1.4

6 0.1 3 0.0 △ 3 △ 49.2

342 4.2 449 5.7 107 31.4

4 0.0 39 0.5 34 791.0

11 0.1 0 0.0 △ 11 △ 95.5

335 4.1 488 6.2 153 45.7

150 1.8 202 2.6 52 34.8

185 2.3 286 3.6 100 54.5

20 0.2 △ 22 △ 0.3 △ 43 △ 211.0

208 2.6 263 3.4 54 26.1

法 人 税 等 合 計

営 業 利 益

増 減平成２８年３月期 第２四半期平成２７年３月期 第２四半期

販 売 費 及 び一 般 管 理 費

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

四 半 期 包 括 利 益

そ の 他 包 括 利 益

四 半 期 純 利 益

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税金等調整前四半期純利益

売 上 高

売 上 総 利 益

（単位：百万円）

36


経営指標

				0																						0

																				（単位：百万円）																						（単位：千円） セン

										平成２２年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ														平成２２年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ

										第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		前第２四半期比(%) ダイシハンキ												第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		前第２四半期比(%) ダイシハンキ

						売上高				6,245		14,320		6,962		15,334		7,382		6.0								売上高				6,245,295		14,320,318		6,962,427		15,334,110		7,382,266		6.0

						百分比(%) ヒャクブンヒ				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0										百分比(%) ヒャクブンヒ				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						売上総利益				2,726		5,761		2,774		5,808		2,824		1.8								売上総利益				2,726,595		5,761,272		2,774,560		5,808,418		2,824,955		1.8

						百分比(%)				43.7		40.2		39.9		37.9		38.3										百分比(%)				43.7		40.2		39.9		37.9		38.3

						販売費及び一般管理費 ハンバイ				2,473		4,994		2,426		4,989		2,459		1.4								販売費及び一般管理費 ハンバイ				2,473,390		4,994,759		2,426,377		4,989,361		2,459,244		1.4

						百分比(%)				39.6		34.9		34.8		32.5		33.3										百分比(%)				39.6		34.9		34.8		32.5		33.3

						営業利益				253		766		348		819		365		5.0								営業利益				253,205		766,513		348,182		819,056		365,711		5.0

						百分比(%)				4.1		5.4		5.0		5.3		5.0										百分比(%)				4.1		5.4		5.0		5.3		5.0

						経常利益				280		817		373		867		396		6.2								経常利益				280,152		817,386		373,761		867,086		396,931		6.2

						百分比(%)				4.5		5.7		5.4		5.7		5.4										百分比(%)				4.5		5.7		5.4		5.7		5.4

						特別利益				0		2		6		18		0		△ 87.0								特別利益				608		2,223		6,714		18,474		875		△ 87.0

						百分比(%)				0.0		0.0		0.1		0.1		0.0										百分比(%)				0.0		0.0		0.1		0.1		0.0

						特別損失				21		50		1		48		1		△ 17.3								特別損失				21,430		50,322		1,678		48,461		1,387		△ 17.3

						百分比(%)				0.3		0.4		0.0		0.3		0.0										百分比(%)				0.3		0.4		0.0		0.3		0.0

						純利益 ジュン				122		411		198		452		209		5.5								四半期（当期）純利益 シハンキジュン				122,516		411,256		198,362		452,596		209,295		5.5

						百分比(%)				2.0		2.9		2.8		3.0		2.8										百分比(%)				2.0		2.9		2.8		3.0		2.8

						総資産				9,651		10,727		10,232		11,136		10,612		3.7								総資産				9,651,957		10,727,972		10,232,340		11,136,833		10,612,085		3.7

						純資産 ジュンシサン				7,288		7,535		7,677		7,837		7,978		3.9								純資産 ジュンシサン				7,288,187		7,535,419		7,677,391		7,837,405		7,978,956		3.9

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ				75.5％		70.2％		75.0％		70.4％		75.2％		―								自己資本比率 ジコシホンヒリツ				75.5％		70.2％		75.0％		70.4％		75.2％		―

						１株当たり純利益 ジュンリエキ				15.25円		51.20円		24.70円		56.64円		26.39円		6.8								１株当たり純利益 ジュンリエキ				15.25円		51.20円		24.70円		56.64円		26.39円		6.8

						１株当たり純資産 ジュンシサン				907.39円		938.17円		955.87円		988.10円		1,005.94円		5.2								１株当たり純資産 ジュンシサン				907.39円		938.17円		955.87円		988.10円		1,005.94円		5.2





ＢＳ（資産）

				0																										0

				（１） 第２四半期連結比較貸借対照表　（資産の部） ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウシサンブ																										（１） 第２四半期連結比較貸借対照表　（資産の部） ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウシサンブ

																								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン																										（単位：千円） タンイセンエン

				資産の部 シサンブ																										資産の部 シサンブ

																		平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																		期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

						流動資産 リュウドウシサン												5,871		5,449		△ 421		△ 7.2								流動資産 リュウドウシサン												5,871,485		5,449,881		△ 421,604		△ 7.2

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										2,337		2,384		46		2.0										現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										2,337,772		2,384,542		46,770		2.0

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,653		2,062		△ 590		△ 22.3										受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										2,653,556		2,062,939		△ 590,617		△ 22.3

								商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										390		383		△ 6		△ 1.7										商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										390,113		383,489		△ 6,624		△ 1.7

								繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										91		96		4		5.2										繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										91,669		96,475		4,806		5.2

								その他 タ										415		535		120		29.1										その他 タ										415,107		535,797		120,690		29.1

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16		△ 13		3		△ 20.1										貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 16,733		△ 13,362		3,371		△ 20.1

						固定資産 コテイシサン												5,265		5,162		△ 103		△ 2.0								固定資産 コテイシサン												5,265,347		5,162,204		△ 103,143		△ 2.0

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,954		3,926		△ 28		△ 0.7										有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,954,321		3,926,265		△ 28,056		△ 0.7

										建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ								806		971		165		20.5												建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ								806,507		971,903		165,396		20.5

										機械装置及び運搬具 キカイソウチオヨウンパング								880		955		74		8.5												機械装置及び運搬具 キカイソウチオヨウンパング								880,208		955,077		74,869		8.5

										土地 トチ								1,661		1,687		26		1.6												土地 トチ								1,661,802		1,687,977		26,175		1.6

										リース資産 シサン								107		113		6		5.8												リース資産 シサン								107,516		113,743		6,227		5.8

										その他								498		197		△ 300		△ 60.4												その他								498,286		197,563		△ 300,723		△ 60.4

								無形固定資産 ムケイコテイシサン										900		816		△ 83		△ 9.3										無形固定資産 ムケイコテイシサン										900,603		816,745		△ 83,858		△ 9.3

										のれん								809		735		△ 73		△ 9.1												のれん								809,374		735,456		△ 73,918		△ 9.1

										その他								91		81		△ 9		△ 10.9												その他								91,229		81,288		△ 9,941		△ 10.9

								投資その他の資産 トウシタシサン										410		419		8		2.1										投資その他の資産 トウシタシサン										410,421		419,193		8,772		2.1

										投資有価証券 トウシユウカショウケン								194		180		△ 13		△ 7.1												投資有価証券 トウシユウカショウケン								194,771		180,904		△ 13,867		△ 7.1

										関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								8		8		0		0.0												関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								8,200		8,200		0		0.0

										その他								222		244		21		9.9												その他								222,041		244,015		21,974		9.9

										貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 14		△ 13		0		△ 4.6												貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 14,591		△ 13,926		665		△ 4.6

						資産合計 シサンゴウケイ												11,136		10,612		△ 524		△ 4.7								資産合計 シサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7





ＢＳ（負債・純資産）

		

				（２） 第２四半期連結比較貸借対照表　（負債・純資産の部） ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウフサイジュンシサンブ																										（２） 第２四半期連結比較貸借対照表　（負債・純資産の部） ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウフサイジュンシサンブ

																								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン																										（単位：千円） タンイセンエン

				負債の部 フサイブ																										負債の部 フサイブ

																		平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ																				平成23年3月期 ヘイセイネンガツキ		平成24年3月期 ヘイセイネンガツキ		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末 ゼンキマツ

																		期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ																				期末 キマツ		第２四半期 ダイシハンキ		増減 ゾウゲン		増減比(％) ゾウゲンヒ

						流動負債 リュウドウフサイ												2,879		2,214		△ 665		△ 23.1								流動負債 リュウドウフサイ												2,879,756		2,214,294		△ 665,462		△ 23.1

								支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										2,088		1,528		△ 560		△ 26.8										支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										2,088,484		1,528,262		△ 560,222		△ 26.8

								短期借入金 タンキカリイレキン										―		―		―		―										短期借入金 タンキカリイレキン										―		―		―		―

								リース資産 シサン										32		36		4		14.8										リース資産 シサン										32,161		36,919		4,758		14.8

								未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										219		197		△ 21		△ 9.9										未払法人税等 ミハラホウジンゼイトウ										219,351		197,585		△ 21,766		△ 9.9

								役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										20		12		△ 8		△ 42.7										役員賞与引当金 ショウヨヒキアテキン										20,960		12,000		△ 8,960		△ 42.7

								その他 タ										518		439		△ 79		△ 15.3										その他 タ										518,799		439,526		△ 79,273		△ 15.3

						固定負債 コテイフサイ												419		418		0		△ 0.2								固定負債 コテイフサイ												419,671		418,834		△ 837		△ 0.2

								長期未払金 チョウキミハラキン										88		88		0		△ 0.6										長期未払金 チョウキミハラキン										88,878		88,380		△ 498		△ 0.6

								リース債務 サイム										80		82		1		2.2										リース債務 サイム										80,730		82,511		1,781		2.2

								繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										60		58		△ 1		△ 3.0										繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										60,031		58,206		△ 1,825		△ 3.0

								役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										132		134		2		2.0										役員退職慰労引当金 タイショクイロウヒキアテキン										132,287		134,872		2,585		2.0

								その他										57		54		△ 2		△ 5.0										その他										57,744		54,864		△ 2,880		△ 5.0

						負債合計 ゴウケイ												3,299		2,633		△ 666		△ 20.2								負債合計 ゴウケイ												3,299,427		2,633,128		△ 666,299		△ 20.2

				純資産の部 ジュンシサンブ																										純資産の部 ジュンシサンブ

						株主資本 カブヌシシホン												7,811		7,961		149		1.9								株主資本 カブヌシシホン												7,811,659		7,961,461		149,802		1.9

								資本金 シホンキン										870		870		―		―										資本金 シホンキン										870,500		870,500		―		―

								資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185		1,185		―		―										資本剰余金 シホンジョウヨキン										1,185,972		1,185,972		―		―

								利益剰余金 リエキジョウヨキン										5,827		5,976		149		2.6										利益剰余金 リエキジョウヨキン										5,827,094		5,976,900		149,806		2.6

								自己株式 ジコカブシキ										△ 71		△ 71		0		0.0										自己株式 ジコカブシキ										△ 71,906		△ 71,911		△ 5		0.0

						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												25		17		△ 8		△ 32.0								その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク												25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0

								その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										25		17		△ 8		△ 32.0										その他有価証券評価差額金 ユウカショウケンヒョウカサガクキン										25,745		17,495		△ 8,250		△ 32.0

						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												7,837		7,978		141		1.8								純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												7,837,405		7,978,956		141,551		1.8

						負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,136		10,612		△ 524		△ 4.7								負債純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												11,136,833		10,612,085		△ 524,748		△ 4.7





ＰＬ

				（３） 第２四半期連結比較損益計算書 ダイシハンキレンケツ																								（３） 第２四半期連結比較損益計算書 ダイシハンキレンケツ

																						（単位：百万円） タンイヒャクマンエン																								（単位：千円） タンイセンエン

												平成２７年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成２８年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				増減 ゾウゲン		0														平成２７年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成２８年３月期 第２四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				増減 ゾウゲン		0

												金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		増減比 ゾウゲンヒ														金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		増減比 ゾウゲンヒ

						売上高 ウリアゲダカ						8,124		100.0		7,839		100.0		△ 285		△ 3.5								売上高 ウリアゲダカ						8,124,909		100.0		7,839,047		100.0		△ 285,862		△ 3.5

						売上総利益 ウリアゲソウリエキ						3,018		37.1		3,096		39.5		78		2.6								売上総利益 ウリアゲソウリエキ						3,018,370		37.1		3,096,475		39.5		78,105		2.6

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ						2,699		33.2		2,672		34.1		△ 26		△ 1.0								販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ						2,699,542		33.2		2,672,851		34.1		△ 26,691		△ 1.0

						営業利益 エイギョウリエキ						318		3.9		423		5.4		104		32.9								営業利益 エイギョウリエキ						318,828		3.9		423,623		5.4		104,795		32.9

						営業外収益 シュウエキ						29		0.4		29		0.4		0		△ 1.4								営業外収益 シュウエキ						29,649		0.4		29,224		0.4		△ 425		△ 1.4

						営業外費用 ヒヨウ						6		0.1		3		0.0		△ 3		△ 49.2								営業外費用 ヒヨウ						6,179		0.1		3,142		0.0		△ 3,037		△ 49.2

						経常利益 ケイジョウリエキ						342		4.2		449		5.7		107		31.4								経常利益 ケイジョウリエキ						342,297		4.2		449,705		5.7		107,408		31.4

						特別利益 トクベツリエキ						4		0.0		39		0.5		34		791.0								特別利益 トクベツリエキ						4,379		0.1		39,016		0.5		34,637		791.0

						特別損失 トクベツソンシツ						11		0.1		0		0.0		△ 11		△ 95.5								特別損失 トクベツソンシツ						11,545		0.1		520		0.0		△ 11,025		△ 95.5

						税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ						335		4.1		488		6.2		153		45.7								税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキ						335,131		4.1		488,201		6.2		153,070		45.7

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ						150		1.8		202		2.6		52		34.8								法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ						150,008		1.8		202,165		2.6		52,157		34.8

						四半期純利益 ジュンリエキ						185		2.3		286		3.6		100		54.5								四半期純利益 ジュンリエキ						185,123		2.3		286,035		3.6		100,912		54.5

						その他包括利益 タホウカツリエキ						20		0.2		△ 22		△ 0.3		△ 43		△ 211.0								その他包括利益 タホウカツリエキ						20,630		0.3		△ 22,897		△ 0.3		△ 43,527		△ 211.0

						四半期包括利益 ホウカツリエキ						208		2.6		263		3.4		54		26.1								四半期包括利益 ホウカツリエキ						208,753		2.6		263,138		3.4		54,385		26.1



科　目

科　目



ＣＦ

				（４） 第２四半期連結キャッシュ・フローの状況 ダイシハンキレンケツジョウキョウ

																		（単位：百万円）

														平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ		平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ		平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ

														第２四半期実績 ダイシハンキジッセキ		第２四半期実績 ダイシハンキジッセキ		通期実績

						Ⅰ．				営業活動によるキャッシュ・フロー				601		376		1,101

						Ⅱ．				投資活動によるキャッシュ・フロー				△ 482		△ 254		△ 815

						Ⅲ．				財務活動によるキャッシュ・フロー				△ 55		△ 75		△ 175

						Ⅳ．				現金及び現金同等物の増減額				64		46		111

						Ⅴ．				現金及び現金同等物の期首残高				2,226		2,337		2,226

						Ⅵ．				現金及び現金同等物の四半期期末（期末）残高				2,290		2,384		2,337





グラフ（売上推移）

				（５） 第２四半期連結部門別売上高の推移 ダイシハンキレンケツスイイ																																（５） 第２四半期連結部門別売上高の推移 ダイシハンキレンケツスイイ

																														（単位：百万円）																																（単位：千円） セン

																平成２２年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ																								平成２２年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ

																第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		構成比		前第２四半期
増減比(%) ダイシハンキゾウゲンヒ		通期計画																		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		構成比		前第２四半期
増減比(%) ダイシハンキゾウゲンヒ		通期計画

						ぽっぽガス										2,000		4,627		2,174		4,846		2,159		2,920.0%		△ 67.4%										ぽっぽガス										2,000,148		4,627,137		2,174,321		4,846,026		2,159,674		2,925.5%		△ 67.4%		0

						エネルギー										1,892		4,832		2,359		5,441		2,589		3,508.2%		976.2%										エネルギー										1,892,233		4,832,927		2,359,530		5,441,971		2,589,860		3,508.2%		976.2%		0

						住宅設備 ジュウタクセツビ										1,309		2,780		1,278		2,692		1,289		1,746.1%		81.8%										住宅設備 ジュウタクセツビ										1,309,959		2,780,933		1,278,564		2,692,397		1,289,024		1,746.1%		81.8%		0

						アクア										344		671		386		749		476		645.4%		2,340.9%										アクア										344,086		671,879		386,053		749,242		476,426		645.4%		2,340.9%		0

						在宅医療機器 ザイタクイリョウキキ										76		160		106		222		133		180.2%		2,508.1%										在宅医療機器 ザイタクイリョウキキ										76,958		160,644		106,380		222,555		133,061		180.2%		2,508.1%		0

						医療・産業ガス イリョウサンギョウ										622		1,246		657		1,381		734		994.6%		1,165.5%										医療・産業ガス イリョウサンギョウ										622,268		1,246,796		657,578		1,381,916		734,218		994.6%		1,165.5%		0

				合計 ゴウケイ												6,245		14,320		6,962		15,334		7,382		10,000.0%		603.0%								合計 ゴウケイ												6,245,295		14,320,318		6,962,427		15,334,110		7,382,266		10,000.0%		603.0%		0





グラフ（売上推移）

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画



ぽっぽガス

エネルギー

住宅設備

アクア

在宅医療

医療・産業ガス

（百万円）

2000.148546

1892.233136

1309.95933

344.086902

76.598483

622.268681

4627.137718

4832.927321

2780.933698

671.879525

160.644077

1246.796438

2000.148546

1892.233136

1309.95933

344.086902

76.598483

622.268681

4627.137718

4832.927321

2780.933698

671.879525

160.644077

1246.796438

2174.321298

2359.530134

1278.564114

386.053007

106.3802

657.578991

4885

5451

2957

832

230.4

1344.6



グラフ（売上総利益推移） (2)

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画



ぽっぽガス

エネルギー

住宅設備

アクア

在宅医療

医療・産業ガス

（百万円）

2000.148546

1892.233136

1309.95933

344.086902

76.598483

622.268681

4627.137718

4832.927321

2780.933698

671.879525

160.644077

1246.796438

2000.148546

1892.233136

1309.95933

344.086902

76.598483

622.268681

4627.137718

4832.927321

2780.933698

671.879525

160.644077

1246.796438

2174.321298

2359.530134

1278.564114

386.053007

106.3802

657.578991

4885

5451

2957

832

230.4

1344.6



グラフ（売上総利益推移）

				（５） 第２四半期連結部門別売上総利益の推移 ダイシハンキレンケツソウリエキスイイ																																（５） 第２四半期連結部門別売上総利益の推移 ダイシハンキレンケツソウリエキスイイ

																														（単位：百万円）																																（単位：千円） セン

																平成２２年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ																								平成２２年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ

																第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		構成比		前第２四半期
増減比(%) ダイシハンキゾウゲンヒ		通期計画																		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		構成比		前第２四半期
増減比(%) ダイシハンキゾウゲンヒ		通期計画

						ぽっぽガス										1,511		3,237		1,485		3,169		1,453		5,144.2%		△ 216.5%										ぽっぽガス										1,511,684		3,237,219		1,485,373		3,169,640		1,453,217		5,144.2%		△ 216.5%		0

						エネルギー										507		1,067		500		1,024		489		1,731.5%		△ 230.3%										エネルギー										507,669		1,067,121		500,681		1,024,054		489,151		1,731.5%		△ 230.3%		0

						住宅設備 ジュウタクセツビ										173		371		168		361		176		624.3%		452.5%										住宅設備 ジュウタクセツビ										173,937		371,411		168,733		361,660		176,369		624.3%		452.5%		0

						アクア										268		528		306		593		349		1,238.3%		1,426.0%										アクア										268,287		528,897		306,165		593,330		349,824		1,238.3%		1,426.0%		0

						在宅医療機器 ザイタクイリョウキキ										63		130		80		168		97		345.1%		2,179.3%										在宅医療機器 ザイタクイリョウキキ										63,148		130,313		80,054		168,272		97,500		345.1%		2,179.3%		0

						医療・産業ガス イリョウサンギョウ										201		426		233		491		258		916.4%		1,085.1%										医療・産業ガス イリョウサンギョウ										201,868		426,309		233,551		491,459		258,893		916.4%		1,085.1%		0

				合計 ゴウケイ												2,726		5,761		2,774		5,808		2,824		10,000.0%		181.6%								合計 ゴウケイ												2,726,595		5,761,272		2,774,560		5,808,418		2,824,955		10,000.0%		181.6%		0





グラフ（売上総利益推移）

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画



ぽっぽガス

エネルギー

住宅設備

アクア

在宅医療

医療・産業ガス

（百万円）

2000.148546

1892.233136

1309.95933

344.086902

76.598483

622.268681

4627.137718

4832.927321

2780.933698

671.879525

160.644077

1246.796438

2000.148546

1892.233136

1309.95933

344.086902

76.598483

622.268681

4627.137718

4832.927321

2780.933698

671.879525

160.644077

1246.796438

2174.321298

2359.530134

1278.564114

386.053007

106.3802

657.578991

4885

5451

2957

832

230.4

1344.6



グラフ（営業成績推移）

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画



ぽっぽガス

エネルギー

住宅設備

アクア

在宅医療

医療・産業ガス

（百万円）

2000.148546

1892.233136

1309.95933

344.086902

76.598483

622.268681

4627.137718

4832.927321

2780.933698

671.879525

160.644077

1246.796438

2000.148546

1892.233136

1309.95933

344.086902

76.598483

622.268681

4627.137718

4832.927321

2780.933698

671.879525

160.644077

1246.796438

2174.321298

2359.530134

1278.564114

386.053007

106.3802

657.578991

4885

5451

2957

832

230.4

1344.6



グラフ（１株当たり当期純利益・株主資本推移）

				（６） 第２四半期連結部門別売上総利益の推移 ダイシハンキレンケツソウリエキスイイ

																														（単位：百万円）

																平成２１年３月期				平成２２年３月期				平成２３年３月期

																第２四半期実績		通期実績		第２四半期実績		通期実績		第２四半期実績		構成比		前第２四半期
増減比(%) ダイシハンキゾウゲンヒ		通期計画

						ぽっぽガス										1,511		3,237		1,511		3,237		1,485		5,350.0%		△ 170.0%		3,181

						エネルギー										507		1,067		507		1,067		500		1,810.0%		△ 140.0%		1,046

						住宅設備 ジュウタクセツビ										173		371		173		371		168		610.0%		△ 300.0%		355

						アクア										268		528		268		528		306		1,100.0%		1,410.0%		616

						在宅医療 ザイタクイリョウ										63		130		63		130		80		290.0%		2,680.0%		181

						医療・産業ガス イリョウサンギョウ										201		426		201		426		233		840.0%		1,570.0%		460

				合計 ゴウケイ												2,726		5,761		2,774		5,808		2,774		10,000.0%		0.0%		5,840





グラフ（１株当たり当期純利益・株主資本推移）

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績		通期実績

		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績		第２四半期実績

		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画		通期計画



ぽっぽガス

エネルギー

住宅設備

アクア

在宅医療

医療・産業ガス

（百万円）

1511.68428

507.669365

173.937364

268.28756

63.148461

201.868827

3237.219537

1067.121209

371.411157

528.89747

130.313188

426.309945

1511.68428

507.669365

173.937364

268.28756

63.148461

201.868827

3237.219537

1067.121209

371.411157

528.89747

130.313188

426.309945

1485.373377

500.681037

168.733945

306.16563

80.054519

233.551748

3181

1046

355

616.9

181.1

460.9



グラフ（売上高・売上総利益推移）

				（７） 第２四半期連結営業利益・連結経常利益・連結当期純利益の推移 ダイシハンキレンケツリエキレンケツケイジョウリエキレンケツトウキジュンリエキスイイ

																				（単位：百万円）

										平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２４年３月期 ヘイセイネンガツキ				平成２５年３月期 ヘイセイネンガツキ

										第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期計画

						売上高				6,962		15,334		7,382		15,878		7,255		16,500

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				11.5		7.1		6.0		3.5		△ 1.7		3.9

						営業利益				348		819		365		857		357		910

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				37.5		6.9		5.0		4.7		△ 2.1		6.2

						経常利益				373		867		396		913		383		950						連結営業利益・経常利益・当期純利益 レンケツエイギョウリエキケイジョウリエキトウキジュンリエキ																						（単位：千円） セン

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				33.4		6.1		6.2		5.4		△ 3.3		4.1												営業利益						経常利益						当期純利益

						第２四半期（当期）純利益 ダイシハンキジュン				198		452		209		484		213		494												H.22/3		H.23/3		H.24/3		H.22/3		H.23/3		H.24/3		H.22/3		H.23/3		H.24/3

						前期比増減率(%) ゼンキヒゾウゲンリツ				61.9		10.1		5.5		7.0		2.1		2.1						第２四半期 ダイシハンキ						253		348		365		280		373		396		122		198		209

																										通期 ツウキ						766		819				817		867				411		452





グラフ（売上高・売上総利益推移）

		H.23/3		H.23/3

		H.24/3		H.24/3

		H.25/3		H.25/3

		H.23/3		H.23/3

		H.24/3		H.24/3

		H.25/3		H.25/3

		H.23/3		H.23/3

		H.24/3		H.24/3

		H.25/3		H.25/3



第２四半期

通期

（百万円）

348182735

819056286

365711000

860000000

357971000

910000000

373761920

867086907

396931000

900000000

383637000

950000000

198362607

452596707

209295000

470000000

213761000

494000000



グラフ（経常利益・当期純利益推移）

				（８） 連結１株当たり当期純利益・連結１株当たり純資産の推移 レンケツジュンジュンシサンスイイ

																																																				（単位：円）

																														H19/3		H20/3		H22/3		H23/3		H24/3		H25/3計画 ケイカク		H19/3		H20/3		H22/3		H23/3		H24/3		H24/9

																										１株当たり純利益 カブアジュンリエキ				25.89		19.10		51.20		56.64		61.04		62.40

																										１株当たり純資産 カブアジュンシサン																874.58		873.02		938.17		988.10		1,036.29		1,048.58





グラフ（経常利益・当期純利益推移）

		



&A

Page &P

１株当たり純利益

１株当たり純資産

（円）

（円）



グラフ（１株当たり配当金・配当性向推移）

				３．業績推移及び通期計画 ギョウセキツウキ

				(１) 連結売上高・連結売上総利益の推移 レンケツウリアゲダカレンケツウリアゲソウリエキスイイ



単体

連結

単体

連結



グラフ（１株当たり配当金・配当性向推移）

		H.20/3実績		H.20/3実績

		H.21/3実績		H.21/3実績

		H.22/3実績		H.22/3実績

		H.23/3計画		H.23/3計画



売上高

売上総利益

（百万円）

売上高・売上総利益の推移

18126

5086

14320

5761

15334

5808

16000

5840



ＢＳ(詳細)

		

				(２) 連結経常利益・連結当期純利益の推移 レンケツケイジョウリエキレンケツトウキジュンリエキスイイ



単体

連結



ＢＳ(詳細)

		H.20/3実績		H.20/3実績

		H.21/3実績		H.21/3実績

		H.22/3実績		H.22/3実績

		H.23/3計画		H.23/3計画



経常利益

当期純利益

（百万円）

経常利益・当期純利益の推移

359

153

817

411

867

452

900

470



ＰＬ(詳細)

				４．１株当たり配当金・配当性向の推移 カブアハイトウキンハイトウセイコウスイイ

																														H19/3		H20/3		H22/3		H23/3		H24/3		H25/3計画 ケイカク

																										１株当たり配当金 カブアハイトウキン				11.00		11.00		11.00		13.00		11.00		11.00		（単位：円）

																										配当性向（連結） ハイトウキンセイコウレンケツ				42.5		57.6		21.5		23.0		18.0		17.6		（単位：％）



単体

連結

&C　



ＰＬ(詳細)

		



１株当たり配当金

配当性向（連結）

（円）

（％）



ＣＦ（詳細）

				0

				（１） 第２四半期連結比較貸借対照表 ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウ

																																（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				科目 カモク																平成２２年３月期		平成２３年３月期		平成２２年３月期		前第２四半期比 ゼンダイシハンキヒ		前第２四半期		前期末比 ゼンキマツヒ		前期末

																				第２四半期		第２四半期		期末		増減 ゾウゲン		増減比(%) ゾウゲンヒ		増減 ゾウゲン		増減比(%)

						流動資産														4,360		4,931		5,633		571		13.1		△ 701		△ 12.5

								現金及び預金												1,868		2,290		2,226		422		22.6		64		2.9

								受取手形及び売掛金												1,838		1,836		2,526		△ 2		△ 0.1		△ 689		△ 27.3

								商品及び製品												326		348		387		21		6.5		△ 39		△ 10.1

								繰延税金資産												84		90		84		5		7.1		6		7.6

								その他												251		376		423		125		50.1		△ 46		△ 10.9

								貸倒引当金												△ 9		△ 11		△ 13		△ 2		△ 22.7		2		19.3

						固定資産														5,291		5,300		5,094		9		0.2		206		4.0

								有形固定資産												3,645		3,836		3,601		191		5.3		235		6.5

										建物及び構築物										775		815		811		39		5.1		4		0.5

										機械装置及び運搬具										1,051		966		1,008		△ 84		△ 8.1		△ 41		△ 4.1

										土地										1,570		1,661		1,552		91		5.8		109		7.1

										リース資産										73		93		75		20		27.6		17		22.7

										その他										174		299		153		125		71.7		146		95.1

								無形固定資産												1,165		1,024		1,026		△ 140		△ 12.1		△ 1		△ 0.1

										のれん										1,087		926		958		△ 161		△ 14.8		△ 31		△ 3.3

										その他										77		98		67		20		26.3		30		45.8

								投資その他の資産												480		438		467		△ 42		△ 8.7		△ 28		△ 6.1

										投資有価証券										216		200		221		△ 15		△ 7.3		△ 20		△ 9.2

										関係会社株式										21		21		21		―		―		―		―

										その他										267		229		237		△ 37		△ 14.2		△ 7		△ 3.4

										貸倒引当金										△ 24		△ 12		△ 12		11		48.4		―		―

						資産合計														9,651		10,232		10,727		580		6.0		△ 495		△ 4.6

						流動負債														1,951		2,141		2,785		189		9.7		△ 644		△ 23.1

								支払手形及び買掛金												1,465		1,422		2,092		△ 43		△ 3.0		△ 670		△ 32.0

								短期借入金												―		―		―		―		―		―		―

								リース債務												17		26		20		8		47.6		5		29.4

								未払法人税等												110		183		235		72		66.0		△ 51		△ 22.1

								役員賞与引当金												10		12		23		2		20.0		△ 11		△ 49.9

								その他												347		497		413		150		43.1		84		20.3

						固定負債														412		413		406		1		0.3		6		1.6

								長期未払金												83		88		82		4		5.8		5		6.6

								リース債務												58		71		59		12		21.6		12		20.4

								繰延税金負債												65		58		53		△ 7		△ 11.6		4		9.0

								役員退職慰労引当金												132		124		140		△ 7		△ 5.7		△ 15		△ 11.1

								その他												71		70		70		△ 1		△ 1.5		△ 0		△ 0.3

						負債合計														2,363		2,554		3,192		191		8.1		△ 637		△ 20.0

						株主資本														7,265		7,663		7,509		398		5.5		154		2.1

								資本金												870		870		870		―		―		―		―

								資本剰余金												1,185		1,185		1,185		―		―		―		―

								利益剰余金												5,218		5,617		5,462		398		7.6		154		2.8

								自己株式												△ 9		△ 9		△ 9		△ 0		△ 1.0		△ 0		△ 1.0

						評価・換算差額等														22		13		25		△ 9		△ 41.1		△ 12		△ 47.3

								その他有価証券評価差額金												22		13		25		△ 9		△ 41.1		△ 12		△ 47.3

						純資産合計														7,288		7,677		7,535		389		5.3		141		1.9

						負債及び純資産合計														9,651		10,232		10,727		580		6.0		△ 495		△ 4.6



※ 平成23年3月期の配当金 13.00円は、60周年記念配当 2.00円を含んでいます。

&C　



財務指標

		

				（２） 第２四半期連結比較損益計算書 ダイシハンキレンケツヒカクソンエキケイサンショ

																								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

														平成２２年３月期 第２四半期				平成２３年３月期 第２四半期				増減 ゾウゲン

														金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		％

						売上高								6,962		100.0		7,382		100.0		419		6.0

						売上原価								4,187		60.1		4,607		62.4		419		10.0

						売上総利益								2,774		39.9		2,774		37.6		―		―

						販売費及び一般管理費								2,473		35.5		2,426		32.9		△ 47		△ 1.9

						営業利益								348		5.0		365		4.9		16		4.8

						営業外収益								29		0.4		27		0.4		△ 1		△ 6.8

								受取利息						1				0				△ 0		△ 39.0

								受取配当金						3				3				0		1.0

								受取賃貸料						8				8				0		0.1

								その他						16				14				△ 1		△ 9.8

						営業外費用								2		0.0		1		0.0		△ 0		△ 27.3

								支払利息						0				0				△ 0		△ 12.4

								売上割引						0				0				△ 0		△ 41.7

								不動産賃貸費用						0				0				△ 0		△ 4.6

								その他						0				0				△ 0		△ 93.7

						経　常　利　益								373		5.4		396		5.4		22		5.9

						特別利益								0		0.0		6		0.1		6		1,004.3

								固定資産売却益						0				6				6		1,221.7

								貸倒引当金戻入額						0				―				△ 0		△ 100.0

						特別損失								21		0.3		1		0.0		△ 19		△ 92.2

								固定資産除売却損						2				1				△ 0		△ 19.5

								役員退職功労加算金						19				―				△ 19		△ 100.0

						税金等調整前四半期純利益								352		5.1		401		5.4		48		13.6

						法人税・住民税及び事業税								103		1.5		173		2.4		70		68.1

						法人税等調整額								33		0.5		6		0.1		△ 26		△ 80.0

						法人税等合計								136		2.0		180		2.4		43		31.9

						四半期純利益								198		2.8		209		2.8		10		5.4





総合資料（部門損益）

				（３） 第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ダイシハンキレンケツケイサンショ

														（単位：百万円）

										平成２２年３月期		平成２３年３月期		平成２２年３月期

										第２四半期実績 ダイシハンキ		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績

				Ⅰ．		営業活動によるキャッシュ・フロー

						税金等調整前四半期(当期）純利益				259		378		769

						減価償却費				206		234		426

						のれん償却額				133		118		277

						減損損失				―		―		19

						投資有価証券評価損				―		―		―

						役員賞与引当金の増減額				△ 14		△ 11		△ 0

						役員退職慰労引当金の増減額				△ 85		△ 15		△ 77

						長期未払金の増減額				△ 2		△ 0		△ 3

						受取利息及び受取配当金				△ 4		△ 3		△ 5

						支払利息				0		0		0

						有形固定資産除売却損益				1		△ 5		10

						売上債権の増減額				592		695		△ 90

						たな卸資産の増減額				△ 13		39		△ 74

						仕入債務の増減額				△ 445		△ 674		181

						その他				△ 130		68		△ 246

						小計				497		823		1,186

						利息及び配当金の受取額				4		3		5

						利息の支払額				△ 0		△ 0		△ 0

						法人税等の支払額				△ 154		△ 225		△ 266

						営業活動によるキャッシュ・フロー				346		601		925

				Ⅱ．		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				△ 234		△ 350		△ 383

						有形固定資産の売却による収入				1		9		1

						無形固定資産の取得による支出				△ 251		△ 91		△ 274

						連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出				―		△ 70		―

						投資有価証券の取得による支出				―		―		―

						貸付けによる支出				△ 2		―		△ 2

						貸付金の回収による収入				2		20		5

						出資金の増減額				―		―		△ 0

						投資活動によるキャッシュ・フロー				△ 485		△ 482		△ 653

				Ⅲ．		財務活動によるキャッシュ・フロー

						短期借入れによる収入				150		150		300

						短期借入金の返済による支出				△ 150		△ 150		△ 300

						配当金の支払額				△ 44		△ 43		△ 88

						リース債務の返済による支出				△ 6		△ 11		△ 15

						自己株式の増減額				△ 0		△ 0		△ 0

						財務活動によるキャッシュ・フロー				△ 50		△ 55		△ 103

				Ⅳ．		現金及び現金同等物の増減額				△ 189		64		168

				Ⅴ．		現金及び現金同等物の期首残高				2,057		2,226		2,057

				Ⅵ．		現金及び現金同等物の四半期期末（期末）残高				1,868		2,290		2,226





上期連結計画

		

				連 結 財 務 指 標 レンムスブザイムシヒョウ

																																						（単位：千円） タンイセンエン

																平成２０年３月期						平成２１年３月期						平成２２年３月期						平成２３年３月期

																(単体)						(連結)						(連結)						（第２四半期 (連結)）

				①		自己資本 ジコシホン		＝		当期純利益 トウキジュンリエキ		×		100%				153,391						317,941						411,256						198,362

						当期純利益率 トウキジュンリエキリツ				自己資本(※) ジコシホン								7,018,563						7,106,052						7,367,615						7,606,405

																		（ 2.19％）						（ 4.47％）						（ 5.58％）						（ 2.61％）

				②		流 動 比 率 リュウドウヒリツ		＝		流動資産 リュウドウシサン		×		100%				5,271,949						5,120,314						5,633,557						4,931,659

										流動負債 リュウドウフサイ								3,402,393						2,583,616						2,785,813						2,141,585

																		（ 154.95％）						（ 198.18％）						（ 202.22％）						（ 230.28％）

				③		固 定 比 率 コテイヒリツ		＝		固定資産 コテイシサン		×		100%				5,569,436						5,097,643						5,094,414						5,300,680

										自己資本(※) ジコシホン								7,018,563						7,106,052						7,367,615						7,606,405

																		（ 79.35％）						（ 71.74％）						（ 69.15％）						（ 69.69％）

				④		固定長期 コテイチョウキ		＝		固定資産 コテイシサン		×		100%				5,569,436						5,097,643						5,094,414						5,300,680

						適合比率 テキゴウヒリツ				自己資本+固定負債 ジコシホンコテイフサイ								7,438,992						7,634,341						7,942,158						8,090,754

																		（ 74.87％）						（ 66.77％）						（ 64.14％）						（ 65.52％）

				⑤		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		＝		自己資本 ジコシホン		×		100%				7,012,294						7,199,810						7,535,419						7,677,391

										使用総資本 シヨウソウシホン								10,841,385						10,217,957						10,727,972						10,232,340

																		（ 64.68％）						（ 70.46％）						（ 70.24％）						（ 75.03％）

				⑥		負 債 比 率 フサイヒリツ		＝		負　　債 フサイ		×		100%				3,829,091						3,018,147						3,192,552						2,554,948

										自己資本 ジコシホン								7,012,294						7,199,810						7,535,419						7,677,391

																		（ 54.61％）						（ 41.92％）						（ 42.37％）						（ 33.28％）

				⑦		売上高 ウリアゲダカ		＝		営業利益 エイギョウリエキ		×		100%				317,225						566,185						766,513						348,182

						営業利益率 エイギョウリエキリツ				売 上 高 ウリアゲダカ								18,126,480						17,495,735						14,320,318						6,962,427

																		（ 1.75％）						（ 3.24％）						（ 5.35％）						（ 5.00％）

				⑧		売上高 ウリアゲダカ		＝		経常利益 ケイジョウリエキ		×		100%				359,554						611,180						817,386						373,761

						経常利益率 ケイジョウリエキリツ				売 上 高 ウリアゲダカ								18,126,480						17,495,735						14,320,318						6,962,427

																		（ 1.98％）						（ 3.49％）						（ 5.71％）						（ 5.37％）

				⑨		使用総資本 シヨウソウシホン		＝		経常利益 ケイジョウリエキ		×		100%				359,554						611,180						817,386						373,761

						経常利益率 ケイジョウリエキリツ				使用総資本(※) シヨウソウシホン								10,919,789						10,529,671						10,472,965						10,480,156

																		（ 3.29％）						（ 5.80％）						（ 7.80％）						（ 3.57％）

				⑩		使用総資本 シヨウソウシホン		＝		売 上 高		×		100%				18,126,480						17,495,735						14,320,318						6,962,427

						回転率 カイテンリツ				使用総資本(※) シヨウソウシホン								10,919,789						10,529,671						10,472,965						10,480,156

																		（ 166.00％）						（ 166.16％）						（ 136.74％）						（ 66.43％）

				（※）印の自己資本及び使用総資本は期首・期末の平均であります。 シルシジコシホンオヨシヨウソウシホンキシュキマツヘイキン
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上期連結実績

		連　　結　　営　　業　　成　　績  レンムスブエイギョウシゲルツムギ

																																												（単位：円） タンイエン

												平成２０年３月期（第５８期） ガツキダイキ								平成２２年３月期（第６０期） ガツキダイキ								平成２３年３月期（第６１期） ガツキダイキ								平成２４年３月期（第６２期） ガツキダイキ										第５２期 ダイキ

												第２四半期実績(単体) ダイシハンキ				通期実績(単体)				第２四半期実績(連結) ダイシハンキレンケツ		前期比 ゼンキヒ		通期実績(連結) レンケツ		前期比 ゼンキヒ		第２四半期実績(連結) ダイシハンキレンケツ		前期比 ゼンキヒ		通期計画(連結) ケイカク		前期比 ゼンキヒ		第２四半期実績(連結) ダイシハンキレンケツ		前期比 ゼンキヒ		構成比 コウセイヒ		通期計画(連結) ケイカク		前期比 ゼンキヒ		下期計画 シモキケイカク

		売上高						ぽっぽガス				1,945,163,434				4,495,287,298				2,000,148,546		102.83		4,627,137,718		102.93		2,000,148,546		100.00		4,627,137,718		100.00		2,174,321,298		108.71		31.23		4,885,000,000		105.57				29.4543659984

								エネルギー				3,577,956,431				8,511,192,612				1,892,233,136		52.89		4,832,927,321		56.78		1,892,233,136		100.00		4,832,927,321		100.00		2,359,530,134		124.70		33.89		5,451,000,000		112.79				31.9632908968

								住宅設備 ジュウタクセツビ				1,537,544,435				3,156,707,280				1,309,959,330		85.20		2,780,933,698		88.10		1,309,959,330		100.00		2,780,933,698		100.00		1,278,564,114		97.60		18.36		2,957,000,000		106.33				17.3200232186

								エネルギー・住設 ジュウセツ				5,115,500,866				11,667,899,892				3,202,192,466		62.60		7,613,861,019		65.25		3,202,192,466		100.00		7,613,861,019		100.00		3,638,094,248		113.61		52.25		8,408,000,000		110.43		0		49.2833141154

								リビング事業部 ジギョウブ				7,060,664,300				16,163,187,190				5,202,341,012		73.68		12,240,998,737		75.73		5,202,341,012		100.00		12,240,998,737		100.00		5,812,415,546		111.73		83.48		13,293,000,000		108.59				78.7376801138

								アクア事業部 ジギョウブ				211,978,857				427,595,958				344,086,902		162.32		671,879,525		157.13		344,086,902		100.00		671,879,525		100.00		386,053,007		112.20		5.55		832,000,000		123.83				5.2296533053

								在宅医療 ザイタクイリョウ				48,593,386				105,925,510				76,598,483		157.63		160,644,077		151.66		76,598,483		100.00		160,644,077		100.00		106,380,200		138.88		1.53		230,400,000		143.42				1.4410755893

								医療ガス イリョウ				129,917,462				268,535,772				137,817,987		106.08		304,534,669		113.41		137,817,987		100.00		304,534,669		100.00		166,110,621		120.53		2.38		334,600,000		109.87				2.2502116093

								産業ガス・機材 サンギョウキザイ				567,043,188				1,161,236,085				484,450,694		85.43		942,261,769		81.14		484,450,694		100.00		942,261,769		100.00		491,468,370		101.45		7.06		1,010,000,000		107.19				6.6576587646

								医療・産業ガス イリョウサンギョウ				696,960,650				1,429,771,857				622,268,681		89.28		1,246,796,438		87.20		622,268,681		100.00		1,246,796,438		100.00		657,578,991		105.67		9.44		1,344,600,000		107.84				8.9078703739

								医療・産業ガス事業部 イリョウサンギョウジギョウブ				745,554,036				1,535,697,367				698,867,164		93.74		1,407,440,515		91.65		698,867,164		100.00		1,407,440,515		100.00		763,959,191		109.31		10.97		1,575,000,000		111.91		0		10.3489459632

								合計				8,018,197,193				18,126,480,515				6,245,295,078		77.89		14,320,318,777		79.00		6,962,427,744		111.48		15,334,110,985		107.08		7,382,000,000		106.03		100.00		16,000,000,000		104.34		0		100

		売上総利益						ぽっぽガス				1,315,161,884				2,752,628,633				1,511,684,280		114.94		3,237,219,537		117.60		1,511,684,280		100.00		3,237,219,537		100.00		1,485,373,377		98.26		53.53		3,181,000,000		98.26				53.5354521059

								エネルギー				581,352,703				1,185,060,570				507,669,365		87.33		1,067,121,209		90.05		507,669,365		100.00		1,067,121,209		100.00		500,681,037		98.62		18.05		1,046,000,000		98.02				18.0454194829

								住宅設備 ジュウタクセツビ				188,483,750				380,718,976				173,937,364		92.28		371,411,157		97.56		173,937,364		100.00		371,411,157		100.00		168,733,945		97.01		6.08		355,000,000		95.58				6.08146623

								エネルギー・住設 ジュウセツ				769,836,453				1,565,779,546				681,606,729		88.54		1,438,532,366		91.87		681,606,729		100.00		1,438,532,366		100.00		669,414,982		98.21		24.13		1,401,000,000		97.39		0		24.1268857129

								リビング事業部 ジギョウブ				2,084,998,337				4,318,408,179				2,193,291,009		105.19		4,675,751,903		108.27		2,193,291,009		100.00		4,675,751,903		100.00		2,154,788,359		98.24		77.66		4,582,000,000		97.99				77.6623378188

								アクア事業部 ジギョウブ				134,399,310				267,537,179				268,287,560		199.62		528,897,470		197.69		268,287,560		100.00		528,897,470		100.00		306,165,630		114.12		11.04		616,900,000		116.64				11.0347443108

								在宅医療 ザイタクイリョウ				46,132,859				99,891,204				63,148,461		136.88		130,313,188		130.46		63,148,461		100.00		130,313,188		100.00		80,054,519		126.77		2.88		181,100,000		138.97				2.8853047551

								医療ガス イリョウ				71,678,333				149,772,603				78,400,715		109.38		176,030,241		117.53		78,400,715		100.00		176,030,241		100.00		100,095,992		127.67		3.61		195,700,000		111.17				3.6076344633

								産業ガス・機材 サンギョウキザイ				121,347,685				250,437,527				123,468,112		101.75		250,279,704		99.94		123,468,112		100.00		250,279,704		100.00		133,455,756		108.09		4.81		265,200,000		105.96				4.809978652

								医療・産業ガス				193,026,018				400,210,130				201,868,827		104.58		426,309,945		106.52		201,868,827		100.00		426,309,945		100.00		233,551,748		115.69		8.42		460,900,000		108.11				8.4176131153

								医療・産業ガス事業部 イリョウサンギョウジギョウブ				239,158,877				500,101,334				265,017,288		110.81		556,623,133		111.30		265,017,288		100.00		556,623,133		100.00		313,606,267		118.33		11.30		642,000,000		115.34		0		11.3029178704

								合計				2,458,556,524				5,086,046,692				2,726,595,857		110.90		5,761,272,506		113.28		2,774,560,256		101.76		5,808,418,271		100.82		2,774,560,256		100.00		100.00		5,840,900,000		100.56		0		100

		販管費 ハンカンヒ						販売費 ハンバイヒ				864,718,900				1,811,987,649				830,881,092		96.09		1,744,671,363		96.28		830,881,092		100.00		1,744,671,363		100.00		746,702,080		89.87				1,661,300,000		95.22

								人件費 ジンケンヒ				835,491,717				1,617,430,989				914,215,338		109.42		1,759,372,575		108.78		914,215,338		100.00		1,759,372,575		100.00		903,351,396		98.81				1,764,400,000		100.29

								その他 タ				640,139,716				1,339,402,182				728,294,119		113.77		1,490,715,451		111.30		728,294,119		100.00		1,490,715,451		100.00		776,324,045		106.59				1,609,200,000		107.95

								合計 ゴウケイ				2,340,350,333				4,768,820,820				2,473,390,549		105.68		4,994,759,389		104.74		2,473,390,549		100.00		4,994,759,389		100.00		2,426,377,521		98.10				5,034,900,000		100.80		0

				営業利益								118,206,191				317,225,872				253,205,308		214.21		766,513,117		241.63		348,182,735		137.51		819,056,286		106.85		365,000,000		104.83				860,000,000		105.00		0

				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ								22,724,331				48,754,118				29,183,438		128.42		55,300,707		113.43		29,183,438		100.00		55,300,707		100.00		27,205,026		93.22				49,000,000		88.61

				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ								3,356,995				6,425,243				2,236,306		66.62		4,426,860		68.90		2,236,306		100.00		4,426,860		100.00		1,625,841		72.70				5,000,000		112.95

				経常利益								137,573,527				359,554,747				280,152,440		203.64		817,386,964		227.33		373,761,920		133.41		867,086,907		106.08		396,000,000		105.95				900,000,000		103.80		0

				特別利益								1,147,623				2,906,974				608,008		52.98		2,223,422		76.49		608,008		100.00		2,223,422		100.00		6,714,183		1,104.29				8,000,000		359.81

				特別損失								4,064,133				22,525,783				21,430,840		527.32		50,322,070		223.40		21,430,840		100.00		50,322,070		100.00		1,678,902		7.83				7,500,000		14.90

				税金等調整前四半期（当期）純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュン								134,657,017				339,935,938				259,329,608		192.59		769,288,316		226.30		352,939,088		136.10		818,988,259		106.46		401,035,281		113.63				900,500,000		109.95		0

				法人税、住民税及び事業税 ホウジンゼイジュウミンゼイオヨジギョウゼイ								70,000,000				183,585,631				103,327,909				338,385,584				103,327,909				338,385,584				173,743,594						413,809,000

				法人税等調整額 ホウジンゼイトウチョウセイガク								1,701,000				2,959,000				33,485,000				19,646,000				33,485,000				19,646,000				6,691,000						6,691,000

				法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								71,701,000				186,544,631				136,812,909				358,031,584				136,812,909				358,031,584				180,434,594						420,500,000

				四半期（当期）純利益 シハンキジュン								62,956,017				153,391,307				122,516,699		194.61		411,256,732		268.11		198,362,607		161.91		452,596,707		110.05		209,000,000		105.36				470,000,000		103.85

				総資産 ソウシサン								10,250,239,995				10,841,385,869				9,651,957,091		94.16		10,727,972,229		98.95		9,651,957,091		100.00		10,727,972,229		100.00		10,232,340,176		106.01				11,147,000,000		103.91

				純資産 ジュンシサン								7,020,235,816				7,012,294,644				7,288,187,031		103.82		7,535,419,664		107.46		7,288,187,031		100.00		7,535,419,664		100.00		7,677,391,745		105.34				7,840,000,000		104.04						1株当たりの当期純利益の調整 カブアトウキジュンリエキチョウセイ

				自己資本比率 ジコシホンヒリツ								68.49％				64.68％				75.51％		110.25		70.24％		108.60		75.51％		100.00		70.24％		100.00		75.03％		99.36				70.33％		100.13						調整前 チョウセイマエ		58.52円

				１株当たり第２四半期（当期）純利益 ダイシハンキジュン								7.84円				19.10円				15.25円		194.52		51.20円		268.06		24.70円		161.97		56.35円		110.06		26.02円		105.34				58.52円		103.85						調整額 チョウセイガク

				１株当たり第２四半期（当期）配当 ダイシハンキ								5.50円				11.00円				5.50円		100.00		11.00円		100.00		5.50円		100.00		11.00円		100.00		5.50円		100.00				13.00円		118.18						調整後 チョウセイゴ		58.52円

				１株当たり純資産 ジュンシサン								874.01円				873.02円				907.39円		103.82		938.17円		107.46		907.39円		100.00		938.17円		100.00		955.87円		105.34				976.11円		104.04

				発行済株式総数 ハッコウズミカブシキソウスウ								8,046,500株				8,046,500株				8,046,500株		100.00		8,046,500株		100.00		8,046,500株		100.00		8,046,500株		100.00		8,046,500株		100.00				8,046,500株		100.00

				期中平均発行株式数 キチュウヘイキンハッコウカブシキスウ								8,032,239株				8,032,238株				8,032,007株		100.00		8,032,003株		100.00		8,032,007株		100.00		8,032,003株		100.00		8,031,914株		100.00				8,031,881株		100.00

				期末発行株式総数 キマツハッコウカブシキソウスウ								8,032,239株				8,032,229株				8,032,000株		100.00		8,032,000株		100.00		8,032,000株		100.00		8,032,000株		100.00		8,031,849株		100.00				8,031,849株		100.00						グラフデータ用の事業年度 ヨウジギョウネンド		H.23/3

				配当性向 ハイトウセイムカイ												57.59％								21.48％								19.52％										22.21％										H.24/3

				従業員数 ジュウギョウインスウ								286人				281人						0.00		299人		106.41				0.00		312人		104.35				0.00						0.00								H.25/3

				平均給与月額 ヘイキンキュウヨゲツガク

				期別 キベツ								平成２０年３月期 ヘイセイネンガツキ				H.20/3				平成２１年３月期 ヘイセイネンガツキ				H.21/3				平成２２年３月期 ヘイセイネンガツキ				H.22/3				平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ						H.23/3

		（ 利 益 処 分 ） リエキトコロブン																																																自己株式の調整による期中平均発行株式数の算出 ジコカブシキチョウセイキチュウヘイキンハッコウカブシキスウサンシュツ

				優先配当額等 ユウセンハイトウガクトウ								0				0				0				0				0				0				0						0								61.0		発行済株式総数 ハッコウズカブシキソウスウ		自己株式 ジコカブシキ		差引計 サヒケイ

				合計 ゴウケイ								0				0				0				0				0				0				0						0								4.0		8,046,500		14,500		8,032,000株

																																																		5.0		8,046,500		14,572		8,031,928株

																																																		6.0		8,046,500		14,572		8,031,928株

				総資産の増減 ソウシサンゾウゲン								通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				591,145,874				通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				1,076,015,138				通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				1,076,015,138				３期平均 キヘイキン						914,392,050								7.0		8,046,500		14,572		8,031,928株

				株主資本の増減 カブヌシシホンゾウゲン								通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				△ 7,941,172				通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				247,232,633				通期－第２四半期 ツウキダイシハンキ				247,232,633				３期平均 キヘイキン						162,174,698								8.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		9.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		上期計 カミキケイ		48,279,000株		87,518株		48,191,482株

																																																		10.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		11.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		12.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		1.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		2.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		3.0		8,046,500		14,651		8,031,849株

																																																		下期計 シモキケイ		48,279,000株		87,906株		48,191,094株

																																																		合計 ゴウケイ		96,558,000株		175,424株		96,382,576株

																																																		期中平均　　発行株式数 キチュウヘイキンハッコウカブシキスウ		48,191,482株		6ヶ月		8,031,914円

																																																		期中平均　　発行株式数 キチュウヘイキンハッコウカブシキスウ		96,382,576株		12ヶ月		8,031,881円

																																																		第２四半期純利益及び株主資本の調整 ダイシハンキジュンリエキオヨカブヌシシホンチョウセイ		利益処分による優先配当額他 リエキショブンユウセンハイトウガクタ				0

																																																				調整額 チョウセイガク				0

																																																		当期純利益計画及び計画株主資本の調整 トウキジュンリエキケイカクオヨケイカクカブヌシシホンチョウセイ		利益処分による優先配当額他 リエキショブンユウセンハイトウガクタ				0

																																																				調整額 チョウセイガク				0



各事業部の売上高比率合計が１００％になるように調整する。その後で各部の比率をそれぞれの事業部合計比率に合うように調整する。

各事業部の売上総利益比率合計が１００％になるように調整する。その後で各部の比率をそれぞれの事業部合計比率に合うように調整する。

１株当たり当期配当÷１株当たり当期利益×１００
（１株当たり当期利益は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位の表示にする）

１株当たり当期配当÷１株当たり当期利益×１００
（１株当たり当期利益は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位の表示にする）

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たり当期中間純利益＝（当期中間純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数
第2四半期決算短信の数字と合致させること。
計算式を切上げに変更している。

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

第２四半期の期末発行株式総数

期末期の期中平均発行株式数として利用する。

１株当たり当期中間純利益＝（当期中間純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

期末期の期末発行株式総数として利用する。

第２四半期の期中平均発行株式数

第2四半期決算短信の数字と合致させること。

第2四半期決算短信の数字と合致させること。

第2四半期決算短信の数字と合致させること。

第2四半期決算短信の数字と合致させること。

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数
第2四半期決算短信の数字と合致させること。
計算式を切上げに変更している。

１株当たり当期中間純利益＝（当期中間純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たり当期配当÷１株当たり当期利益×１００
（１株当たり当期利益は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位の表示にする）

１株当たり当期中間純利益＝（当期中間純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たり当期純利益＝（当期純利益－優先配当額等）／期中平均発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たりの株主資本＝（株主資本－優先配当額等）／期末発行株式数

１株当たり当期配当÷１株当たり当期利益×１００
（１株当たり当期利益は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位の表示にする）



上期連結調整仕訳

		第　　６１　　期　　　上　　期　　　連　　結　　損　　益　　計　　画

																																						（単位：円） タンイエン

												大丸エナウィン㈱ ダイマル		愛媛ベニー分
売 上 　取 消 エヒメブンバイジョウトリケ		修正後 シュウセイゴ		丸信ガス㈱ マルシン		湖東ガス㈱ コトウ		上期
実績合計 カミキジッセキゴウケイ		連結修正仕訳 レンケツシュウセイシワケ										調整額 チョウセイガク		損益調整 ソンエキチョウセイ		上期
連結実績 レンケツジッセキ

																大丸エナウィン㈱								開始仕訳・
投資と資本 カイシシワケトウシシホン		債権債務消去 サイケンサイムショウキョ		損益取引消去 ソンエキトリヒキショウキョ		連結調整
勘定償却 レンケツチョウセイカンジョウショウキャク		未実現利益 ミジツゲンリエキ

		売上高						ぽっぽガス				1,880,530,000				1,880,530,000		245,400,000				2,125,930,000														0		2,125,930,000

								エネルギー				2,362,420,000		△ 68,000,000		2,294,420,000		0				2,294,420,000				△ 124,200,000										△ 124,200,000		2,170,220,000

								住宅設備				1,423,000,000				1,423,000,000		28,900,000				1,451,900,000				△ 28,200,000										△ 28,200,000		1,423,700,000

								エネルギー・住設				3,785,420,000		△ 68,000,000		3,717,420,000		28,900,000		0		3,746,320,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		0		△ 152,400,000		3,593,920,000

								リビング事業部				5,665,950,000		△ 68,000,000		5,597,950,000		274,300,000		0		5,872,250,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		0		△ 152,400,000		5,719,850,000

								アクア事業部				421,050,000				421,050,000		9,250,000				430,300,000				△ 3,800,000										△ 3,800,000		426,500,000

								在宅医療				97,320,000				97,320,000		0				97,320,000														0		97,320,000

								医療ガス				158,000,000				158,000,000		0				158,000,000														0		158,000,000

								産業ガス・機材				496,060,000				496,060,000		0				496,060,000														0		496,060,000

								医療・産業ガス				654,060,000		0		654,060,000		0		0		654,060,000		0		0		0		0		0		0		0		654,060,000

								医療・産業ガス事業部				751,380,000		0		751,380,000		0		0		751,380,000		0		0		0		0		0		0		0		751,380,000

								合計				6,838,380,000		△ 68,000,000		6,770,380,000		283,550,000		0		7,053,930,000		0		△ 156,200,000		0		0		0		0		△ 156,200,000		6,897,730,000

		売上総利益						ぽっぽガス				1,355,200,000				1,355,200,000		152,100,000				1,507,300,000														0		1,507,300,000

								エネルギー				524,310,000				524,310,000		0				524,310,000		300,000		△ 44,100,000										△ 43,800,000		480,510,000

								住宅設備				195,790,000				195,790,000		5,700,000				201,490,000		600,000												600,000		202,090,000

								エネルギー・住設				720,100,000		0		720,100,000		5,700,000		0		725,800,000		900,000		△ 44,100,000		0		0		0		0		△ 43,200,000		682,600,000

								リビング事業部				2,075,300,000		0		2,075,300,000		157,800,000		0		2,233,100,000		900,000		△ 44,100,000		0		0		0		0		△ 43,200,000		2,189,900,000

								アクア事業部				333,250,000				333,250,000		4,750,000				338,000,000		0		0		0								0		338,000,000

								在宅医療				82,770,000				82,770,000		0				82,770,000		0		0		0								0		82,770,000

								医療ガス				94,410,000				94,410,000		0				94,410,000		0		0		0								0		94,410,000

								産業ガス・機材				128,466,000				128,466,000		0				128,466,000		0		0		0								0		128,466,000

								医療・産業ガス				222,876,000		0		222,876,000		0		0		222,876,000		0		0		0		0		0		0		0		222,876,000

								医療・産業ガス事業部				305,646,000		0		305,646,000		0		0		305,646,000		0		0		0		0		0		0		0		305,646,000

								合計				2,714,196,000		0		2,714,196,000		162,550,000		0		2,876,746,000		900,000		△ 44,100,000		0		0		0		0		△ 43,200,000		2,833,546,000

		販管費						販売費				843,920,000				843,920,000		30,710,000				874,630,000		400,000				△ 280,000								120,000		874,750,000

								人件費				861,126,000				861,126,000		46,690,000				907,816,000														0		907,816,000

								その他				725,747,000				725,747,000		84,020,000				809,767,000				△ 44,100,000										△ 44,100,000		765,667,000

								合計				2,430,793,000		0		2,430,793,000		161,420,000		0		2,592,213,000		400,000		△ 44,100,000		△ 280,000		0		0		0		△ 43,980,000		2,548,233,000

				営業利益								283,403,000		0		283,403,000		1,130,000		0		284,533,000		500,000		0		280,000		0		0		0		780,000		285,313,000

				営業外収益								25,320,000				25,320,000		1,200,000				26,520,000		0		0		0								0		26,520,000

				営業外費用								2,420,000				2,420,000		400,000				2,820,000		0		0		0								0		2,820,000

				経常利益								306,303,000		0		306,303,000		1,930,000		0		308,233,000		500,000		0		280,000		0		0		0		780,000		309,013,000

				特別利益								500,000				500,000		0				500,000		0		0		0								0		500,000

				特別損失								1,500,000				1,500,000		0				1,500,000		0		0		0								0		1,500,000

				税金等調整前四半期純利益								305,303,000		0		305,303,000		1,930,000		0		307,233,000		500,000		0		280,000		0		0		0		780,000		308,013,000

				法人税、住民税及び事業税								158,300,000				158,300,000		888,000				159,188,000		0		0		0								0		159,188,000

				法人税等調整額								0				0						0		0		0		0								0		0

				法人税等合計								158,300,000		0		158,300,000		888,000		0		159,188,000		0		0		0		0		0		0		0		159,188,000

				当期純利益 トウキジュンリエキ								147,003,000		0		147,003,000		1,042,000		0		148,045,000		500,000		0		280,000		0		0		0		780,000		148,825,000





下期連結計画

		第　　６１　　期　　　上　　期　　　連　　結　　損　　益　　実　　績

																																						（単位：円） タンイエン

												大丸エナウィン㈱ ダイマル		愛媛ベニー分
売 上 　取 消 エヒメブンバイジョウトリケ		修正後 シュウセイゴ		丸信ガス㈱ マルシン		湖東ガス㈱ コトウ		上期
実績合計 カミキジッセキゴウケイ		連結修正仕訳 レンケツシュウセイシワケ										調整額 チョウセイガク		損益調整 ソンエキチョウセイ		上期
連結実績 レンケツジッセキ				部門 ブモン		連結上期部門別
売上高計画 レンケツカミキブモンベツウリアゲダカケイカク		連結上期部門別
売上高実績 レンケツカミキブモンベツウリアゲダカジッセキ		連結売上高差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツウリアゲダカサガクジッセキヨサン		売上高差額
部門別売上比率 ウリアゲダカサガクブモンベツウリアゲヒリツ

																大丸エナウィン㈱								開始仕訳・
投資と資本 カイシシワケトウシシホン		債権債務消去 サイケンサイムショウキョ		損益取引消去 ソンエキトリヒキショウキョ		連結調整
勘定償却 レンケツチョウセイカンジョウショウキャク		未実現利益 ミジツゲンリエキ

		売上高						ぽっぽガス				1,902,527,316				1,902,527,316		246,241,587		25,552,395		2,174,321,298		0		0		0								0		2,174,321,298				D		2,125,930,000		2,174,321,298		48,391,298		△ 74.80％

								エネルギー				2,567,756,594		△ 68,258,138		2,499,498,456		0		0		2,499,498,456		0		△ 139,968,322		0								△ 139,968,322		2,359,530,134				E		2,170,220,000		2,359,530,134		189,310,134		△ 292.61％

								住宅設備				1,273,622,315				1,273,622,315		29,944,540		3,241,721		1,306,808,576		0		△ 28,244,462		0								△ 28,244,462		1,278,564,114				L		1,423,700,000		1,278,564,114		△ 145,135,886		224.33％

								エネルギー・住設				3,841,378,909		△ 68,258,138		3,773,120,771		29,944,540		3,241,721		3,806,307,032		0		△ 168,212,784		0		0		0		0		△ 168,212,784		3,638,094,248				A		426,500,000		386,053,007		△ 40,446,993		62.52％

								リビング事業部				5,743,906,225		△ 68,258,138		5,675,648,087		276,186,127		28,794,116		5,980,628,330		0		△ 168,212,784		0		0		0		0		△ 168,212,784		5,812,415,546				H		97,320,000		106,380,200		9,060,200		△ 14.00％

								アクア事業部				382,929,304				382,929,304		7,003,303		0		389,932,607		0		△ 3,879,600		0								△ 3,879,600		386,053,007				M		158,000,000		166,110,621		8,110,621		△ 12.54％

								在宅医療				106,380,200				106,380,200		0		0		106,380,200		0		0		0								0		106,380,200				I		496,060,000		491,468,370		△ 4,591,630		7.10％

								医療ガス				166,110,621				166,110,621		0		0		166,110,621		0		0		0								0		166,110,621				計 ケイ		6,897,730,000		6,962,427,744		64,697,744		△ 100.00％

								産業ガス・機材				491,468,370				491,468,370		0		0		491,468,370		0		0		0								0		491,468,370

								医療・産業ガス				657,578,991		0		657,578,991		0		0		657,578,991		0		0		0		0		0		0		0		657,578,991

								医療・産業ガス事業部				763,959,191		0		763,959,191		0		0		763,959,191		0		0		0		0		0		0		0		763,959,191				部門 ブモン		連結上期部門別
売上総利益計画 レンケツカミキブモンベツウリアゲソウリエキケイカク		連結上期部門別
売上総利益実績 レンケツカミキブモンベツウリアゲソウリエキジッセキ		連結売上総利益差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツウリアゲソウリエキサガクジッセキヨサン		売上総利益差額
部門別売上比率 ウリアゲソウリエキサガクブモンベツウリアゲヒリツ

								合計				6,890,794,720		△ 68,258,138		6,822,536,582		283,189,430		28,794,116		7,134,520,128		0		△ 172,092,384		0		0		0		0		△ 172,092,384		6,962,427,744

		売上総利益						ぽっぽガス				1,315,293,733				1,315,293,733		156,311,040		13,768,604		1,485,373,377		0		0		0								0		1,485,373,377				D		1,507,300,000		1,485,373,377		△ 21,926,623		△ 37.18％

								エネルギー				544,623,037				544,623,037		0		0		544,623,037		322,000		△ 44,100,000		0				△ 164,000				△ 43,942,000		500,681,037				E		480,510,000		500,681,037		20,171,037		34.20％

								住宅設備				163,208,010				163,208,010		5,355,935		0		168,563,945		614,000		0		0				△ 444,000				170,000		168,733,945				L		202,090,000		168,733,945		△ 33,356,055		△ 56.55％

								エネルギー・住設				707,831,047		0		707,831,047		5,355,935		0		713,186,982		936,000		△ 44,100,000		0		0		△ 608,000		0		△ 43,772,000		669,414,982				A		338,000,000		306,165,630		△ 31,834,370		△ 53.97％

								リビング事業部				2,023,124,780		0		2,023,124,780		161,666,975		13,768,604		2,198,560,359		936,000		△ 44,100,000		0		0		△ 608,000		0		△ 43,772,000		2,154,788,359				H		82,770,000		80,054,519		△ 2,715,481		△ 4.60％

								アクア事業部				302,840,247				302,840,247		3,325,383		0		306,165,630		0		0		0								0		306,165,630				M		94,410,000		100,095,992		5,685,992		9.64％

								在宅医療				80,054,519				80,054,519		0		0		80,054,519		0		0		0								0		80,054,519				I		128,466,000		133,455,756		4,989,756		8.46％

								医療ガス				100,095,992				100,095,992		0		0		100,095,992		0		0		0								0		100,095,992				計 ケイ		2,833,546,000		2,774,560,256		△ 58,985,744		△ 100.00％

								産業ガス・機材				133,455,756				133,455,756		0		0		133,455,756		0		0		0								0		133,455,756

								医療・産業ガス				233,551,748		0		233,551,748		0		0		233,551,748		0		0		0		0		0		0		0		233,551,748

								医療・産業ガス事業部				313,606,267		0		313,606,267		0		0		313,606,267		0		0		0		0		0		0		0		313,606,267				項目 コウモク		連結上期
販管費計画 レンケツカミキハンカンヒケイカク		連結上期
販管費実績 レンケツカミキハンカンヒジッセキ		連結販管費差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツハンカンヒサガクジッセキヨサン		販管費差額
項目比率 ハンカンヒサガクコウモクヒリツ

								合計				2,639,571,294		0		2,639,571,294		164,992,358		13,768,604		2,818,332,256		936,000		△ 44,100,000		0		0		△ 608,000		0		△ 43,772,000		2,774,560,256

		販管費						販売費				713,029,138				713,029,138		30,199,897		0		743,229,035		414,000		0		△ 291,000				3,350,045				3,473,045		746,702,080				販売費 ハンバイヒ		874,350,000		746,702,080		△ 127,647,920		△ 104.76％

								人件費				852,011,787				852,011,787		46,184,211		5,155,398		903,351,396		0		0		0								0		903,351,396				人件費 ジンケンヒ		908,216,000		903,351,396		△ 4,864,604		△ 3.99％

								その他				725,953,560				725,953,560		87,418,004		7,052,481		820,424,045		0		△ 44,100,000		0								△ 44,100,000		776,324,045				その他 タ		765,667,000		776,324,045		10,657,045		8.75％

								合計				2,290,994,485		0		2,290,994,485		163,802,112		12,207,879		2,467,004,476		414,000		△ 44,100,000		△ 291,000		0		3,350,045		0		△ 40,626,955		2,426,377,521				計 ケイ		2,548,233,000		2,426,377,521		△ 121,855,479		△ 100.00％

				営業利益								348,576,809		0		348,576,809		1,190,246		1,560,725		351,327,780		522,000		0		291,000		0		△ 3,958,045		0		△ 3,145,045		348,182,735				※ 下期見込 15百万円程度の予算比での増加が見込まれる。 シモキミコミヒャクマンエンテイドヨサンヒゾウカミコ

				営業外収益								22,573,143				22,573,143		4,565,745		66,138		27,205,026		0		0		0								0		27,205,026				項目 コウモク		連結上期
営業外損益計画 レンケツカミキエイギョウガイソンエキケイカク		連結上期
営業外損益実績 レンケツカミキエイギョウガイソンエキジッセキ		連結営業外損益差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツエイギョウガイソンエキサガクジッセキヨサン

				営業外費用								1,625,841				1,625,841		0		0		1,625,841		0		0		0								0		1,625,841

				経常利益								369,524,111		0		369,524,111		5,755,991		1,626,863		376,906,965		522,000		0		291,000		0		△ 3,958,045		0		△ 3,145,045		373,761,920				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ		26,520,000		27,205,026		685,026

				特別利益								6,714,183				6,714,183		0		0		6,714,183		0		0		0								0		6,714,183				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ		2,820,000		1,625,841		△ 1,194,159

				特別損失								1,678,902				1,678,902		0		0		1,678,902		0		0		0								0		1,678,902

				税金等調整前四半期純利益								374,559,392		0		374,559,392		5,755,991		1,626,863		381,942,246		522,000		0		291,000		0		△ 3,958,045		0		△ 3,145,045		378,797,201				項目 コウモク		連結上期
特別損益計画 レンケツカミキトクベツソンエキケイカク		連結上期
特別損益実績 レンケツカミキトクベツソンエキジッセキ		連結特別損益差額
（ 実績 － 予算 ） レンケツトクベツソンエキサガクジッセキヨサン

				法人税、住民税及び事業税								173,109,344				173,109,344		104,250		530,000		173,743,594		0		0		0								0		173,743,594

				法人税等調整額								6,691,000				6,691,000		0		0		6,691,000		0		0		0								0		6,691,000				特別利益 トクベツリエキ		500,000		6,714,183		6,214,183

				法人税等合計								179,800,344		0		179,800,344		104,250		530,000		180,434,594		0		0		0		0		0		0		0		180,434,594				特別損失 トクベツソンシツ		1,500,000		1,678,902		178,902

				当期純利益 トウキジュンリエキ								194,759,048		0		194,759,048		5,651,741		1,096,863		201,507,652		522,000		0		291,000		0		△ 3,958,045		0		△ 3,145,045		198,362,607				※ 予算外にて役員退職功労加算金 19,344,000円が発生した。 ヨサンガイヤクインタイショクコウロウカサンキンエンハッセイ





下期連結調整仕訳

		第　　６１　　期　　　上　　期　　　連　　結　　調　　整　　仕　　訳

																												（単位：円） タンイエン

												丸信ガス㈱連結修正仕訳						丸信ガス㈱		湖東ガス㈱連結修正仕訳						湖東ガス㈱		損益調整

												開始仕訳・
投資と資本 カイシシワケトウシシホン		債権債務消去 サイケンサイムショウキョ		損益取引消去 ソンエキトリヒキショウキョ		損益調整		開始仕訳・
投資と資本 カイシシワケトウシシホン		債権債務消去 サイケンサイムショウキョ		損益取引消去 ソンエキトリヒキショウキョ		損益調整		合計 ゴウケイ

		売上高						ぽっぽガス										0								0		0

								エネルギー						△ 124,247,459				△ 124,247,459				△ 15,720,863				△ 15,720,863		△ 139,968,322

								住宅設備						△ 28,244,462				△ 28,244,462								0		△ 28,244,462

								エネルギー・住設				0		△ 152,491,921		0		△ 152,491,921		0		△ 15,720,863		0		△ 15,720,863		△ 168,212,784

								リビング事業部				0		△ 152,491,921		0		△ 152,491,921		0		△ 15,720,863		0		△ 15,720,863		△ 168,212,784

								アクア事業部						△ 3,879,600				△ 3,879,600								0		△ 3,879,600

								在宅医療										0								0		0

								医療ガス										0								0		0

								産業ガス・機材										0								0		0

								医療・産業ガス				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								医療・産業ガス事業部				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計				0		△ 156,371,521		0		△ 156,371,521		0		△ 15,720,863		0		△ 15,720,863		△ 172,092,384

		売上総利益						ぽっぽガス										0								0		0

								エネルギー				322,000		△ 44,100,000				△ 43,778,000								0		△ 43,778,000

								住宅設備				614,000						614,000								0		614,000

								エネルギー・住設				936,000		△ 44,100,000		0		△ 43,164,000		0		0		0		0		△ 43,164,000

								リビング事業部				936,000		△ 44,100,000		0		△ 43,164,000		0		0		0		0		△ 43,164,000

								アクア事業部										0								0		0

								在宅医療										0								0		0

								医療ガス										0								0		0

								産業ガス・機材										0								0		0

								医療・産業ガス				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								医療・産業ガス事業部				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計				936,000		△ 44,100,000		0		△ 43,164,000		0		0		0		0		△ 43,164,000

		販管費						販売費				414,000				△ 275,000		139,000						△ 16,000		△ 16,000		123,000

								人件費										0								0		0

								その他						△ 44,100,000				△ 44,100,000								0		△ 44,100,000

								合計				414,000		△ 44,100,000		△ 275,000		△ 43,961,000		0		0		△ 16,000		△ 16,000		△ 43,977,000

				営業利益								522,000		0		275,000		797,000		0		0		16,000		16,000		813,000

				営業外収益														0								0		0

				営業外費用														0								0		0

				経常利益								522,000		0		275,000		797,000		0		0		16,000		16,000		813,000

				特別利益														0								0		0

				特別損失														0								0		0

				税金等調整前四半期純利益								522,000		0		275,000		797,000		0		0		16,000		16,000		813,000

				法人税、住民税及び事業税														0								0		0

				法人税等調整額														0								0		0

				法人税等合計								0		0		0		0		0		0		0		0		0

				当期純利益 トウキジュンリエキ								522,000		0		275,000		797,000		0		0		16,000		16,000		813,000





通期連結計画

		第　　６１　　期　　　下　　期　　　連　　結　　損　　益　　計　　画　　見　　込

																																						（単位：円）

												大丸エナウィン㈱		愛媛ベニー分
売 上 　取 消		修正後		丸信ガス㈱		湖東ガス㈱ コトウ		下期計画
見込合計 シモキミコミゴウケイ		連結修正仕訳										調整額		損益調整		下期連結
計画見込 シモケイカクミコミ				部門 ブモン		連結通期部門別
売上高計画 レンケツツウキブモンベツウリアゲダカケイカク		連結通期部門別
売上高実績見込 レンケツツウキブモンベツウリアゲダカジッセキミコミ		連結売上高差額
（実績見込－計画） レンケツウリアゲダカサガクジッセキミコミケイカク

																大丸エナウィン㈱								開始仕訳・
投資と資本		債権債務消去		損益取引消去		連結調整
勘定償却		未実現利益

		売上高						ぽっぽガス				2,406,670,000				2,406,670,000		307,300,000				2,713,970,000		0		0		0						△ 3,291,298		△ 3,291,298		2,710,678,702				D		4,840,000,000		4,885,000,000		45,000,000

								エネルギー				3,285,260,000		△ 72,500,000		3,212,760,000						3,212,760,000		0		△ 124,200,000		0						2,909,866		△ 121,290,134		3,091,469,866				E		5,314,000,000		5,451,000,000		137,000,000

								住宅設備				1,688,000,000				1,688,000,000		31,100,000				1,719,100,000		0		△ 28,200,000		0						△ 12,464,114		△ 40,664,114		1,678,435,886				L		3,108,000,000		2,957,000,000		△ 151,000,000

								エネルギー・住設				4,973,260,000		△ 72,500,000		4,900,760,000		31,100,000		0		4,931,860,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		△ 9,554,248		△ 161,954,248		4,769,905,752				A		876,000,000		832,000,000		△ 44,000,000

								リビング事業部				7,379,930,000		△ 72,500,000		7,307,430,000		338,400,000		0		7,645,830,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		△ 12,845,546		△ 165,245,546		7,480,584,454				H		221,400,000		230,400,000		9,000,000

								アクア事業部				441,650,000				441,650,000		9,750,000				451,400,000		0		△ 3,800,000		0						△ 1,653,007		△ 5,453,007		445,946,993				M		326,600,000		334,600,000		8,000,000

								在宅医療				124,080,000				124,080,000						124,080,000		0		0		0						△ 60,200		△ 60,200		124,019,800				I		1,014,000,000		1,010,000,000		△ 4,000,000

								医療ガス				168,600,000				168,600,000						168,600,000		0		0		0						△ 110,621		△ 110,621		168,489,379				計 ケイ		15,700,000,000		15,700,000,000		0

								産業ガス・機材				517,540,000				517,540,000						517,540,000		0		0		0						991,630		991,630		518,531,630

								医療・産業ガス				686,140,000		0		686,140,000		0		0		686,140,000		0		0		0		0		0		881,009		881,009		687,021,009

								医療・産業ガス事業部				810,220,000		0		810,220,000		0		0		810,220,000		0		0		0		0		0		820,809		820,809		811,040,809				部門 ブモン		連結通期部門別
売上総利益計画 レンケツツウキブモンベツウリアゲソウリエキケイカク		連結通期部門別
売上総利益実績見込 レンケツツウキブモンベツウリアゲソウリエキジッセキミコミ		連結売上総利益差額
（実績見込－計画） レンケツウリアゲソウリエキサガクジッセキミコミケイカク

								合計				8,631,800,000		△ 72,500,000		8,559,300,000		348,150,000		0		8,907,450,000		0		△ 156,200,000		0		0		0		△ 13,677,744		△ 169,877,744		8,737,572,256														上期総利益比率実績 カミキソウリエキヒリツジッセキ		上期計画売上高 カミキケイカクウリアゲダカ		上期差額売上高 カミキサガクウリアゲダカ		上期差額比率 カミキサガクヒリツ		上期売上調整 カミキウリアゲチョウセイ

		売上総利益						ぽっぽガス				1,559,910,000				1,559,910,000		175,900,000				1,735,810,000		0		0		0						△ 40,183,377		△ 40,183,377		1,695,626,623				D		3,243,100,000		3,181,000,000		△ 62,100,000				6,831.0%		4,657,000,000		△ 91,000,000		△ 1,509.0%		△ 3,000,000

								エネルギー				598,860,000				598,860,000						598,860,000		200,000		△ 44,100,000		0						△ 9,641,037		△ 53,541,037		545,318,963				E		1,023,400,000		1,046,000,000		22,600,000				2,122.0%		4,929,000,000		107,000,000		1,774.0%		3,000,000

								住宅設備				218,210,000				218,210,000		6,300,000				224,510,000		300,000		0		0						△ 38,543,945		△ 38,243,945		186,266,055				L		425,600,000		355,000,000		△ 70,600,000				1,320.0%		2,689,000,000		△ 535,000,000		△ 8,872.0%		△ 13,000,000

								エネルギー・住設				817,070,000		0		817,070,000		6,300,000		0		823,370,000		500,000		△ 44,100,000		0		0		0		△ 48,184,982		△ 91,784,982		731,585,018				A		680,900,000		616,900,000		△ 64,000,000				7,931.0%		778,000,000		△ 81,000,000		△ 1,343.0%		△ 2,000,000

								リビング事業部				2,376,980,000		0		2,376,980,000		182,200,000		0		2,559,180,000		500,000		△ 44,100,000		0		0		0		△ 88,368,359		△ 131,968,359		2,427,211,641				H		187,600,000		181,100,000		△ 6,500,000				7,525.0%		241,000,000		△ 9,000,000		△ 149.0%		0

								アクア事業部				338,120,000				338,120,000		4,850,000				342,970,000		0		0		0						△ 32,235,630		△ 32,235,630		310,734,370				M		194,700,000		195,700,000		1,000,000				6,026.0%		325,000,000		2,000,000		33.0%		0

								在宅医療				104,830,000				104,830,000						104,830,000		0		0		0						△ 3,784,519		△ 3,784,519		101,045,481				I		264,200,000		265,200,000		1,000,000				2,715.0%		977,000,000		4,000,000		66.0%		0

								医療ガス				100,290,000				100,290,000						100,290,000		0		0		0						△ 4,685,992		△ 4,685,992		95,604,008				計 ケイ		6,019,500,000		5,840,900,000		△ 178,600,000				3,985.0%		14,596,000,000		△ 603,000,000		△ 10,000.0%		15,000,000

								産業ガス・機材				135,734,000				135,734,000						135,734,000		0		0		0						△ 3,989,756		△ 3,989,756		131,744,244

								医療・産業ガス				236,024,000		0		236,024,000		0		0		236,024,000		0		0		0		0		0		△ 8,675,748		△ 8,675,748		227,348,252

								医療・産業ガス事業部				340,854,000		0		340,854,000		0		0		340,854,000		0		0		0		0		0		△ 12,460,267		△ 12,460,267		328,393,733				項目 コウモク		連結通期
販管費計画 レンケツツウキハンカンヒケイカク		連結通期
販管費実績見込 レンケツツウキハンカンヒジッセキミコミ		連結販管費差額
（実績見込－計画） レンケツハンカンヒサガクジッセキミコミケイカク

								合計				3,055,954,000		0		3,055,954,000		187,050,000		0		3,243,004,000		500,000		△ 44,100,000		0		0		0		△ 133,064,256		△ 176,664,256		3,066,339,744

		販管費						販売費				943,008,000				943,008,000		25,490,000				968,498,000		400,000		0		△ 280,000						△ 54,020,080		△ 53,900,080		914,597,920				販売費 ハンバイヒ		1,861,900,000		1,661,300,000		△ 200,600,000

								人件費				818,200,000				818,200,000		43,380,000				861,580,000		0		0		0						△ 531,396		△ 531,396		861,048,604				人件費 ジンケンヒ		1,767,400,000		1,764,400,000		△ 3,000,000

								その他				771,329,000				771,329,000		91,310,000				862,639,000		0		△ 44,100,000		0						14,336,955		△ 29,763,045		832,875,955				その他 タ		1,584,200,000		1,609,200,000		25,000,000

								合計				2,532,537,000		0		2,532,537,000		160,180,000		0		2,692,717,000		400,000		△ 44,100,000		△ 280,000		0		0		△ 40,214,521		△ 84,194,521		2,608,522,479				計 ケイ		5,213,500,000		5,034,900,000		△ 178,600,000

				営業利益								523,417,000		0		523,417,000		26,870,000		0		550,287,000		100,000		0		280,000		0		0		△ 92,849,735		△ 92,469,735		457,817,265

				営業外収益								22,630,000				22,630,000		1,000,000				23,630,000		0		0		0						△ 1,835,026		△ 1,835,026		21,794,974				項目 コウモク		連結通期
営業外損益計画 レンケツツウキエイギョウガイソンエキケイカク		連結通期
営業外損益
実績見込 レンケツツウキエイギョウガイソンエキジッセキミコミ		連結営業外損益差額
（実績見込－計画） レンケツエイギョウガイソンエキサガクジッセキミコミケイカク

				営業外費用								2,350,000				2,350,000		300,000				2,650,000		0		0		0						724,159		724,159		3,374,159

				経常利益								543,697,000		0		543,697,000		27,570,000		0		571,267,000		100,000		0		280,000		0		0		△ 95,408,920		△ 95,028,920		476,238,080				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ		49,000,000		49,000,000		0

				特別利益								500,000				500,000						500,000		0		0		0						785,817		785,817		1,285,817				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ		5,000,000		5,000,000		0

				特別損失								1,500,000				1,500,000						1,500,000		0		0		0						4,321,098		4,321,098		5,821,098

				税金等調整前四半期純利益								542,697,000		0		542,697,000		27,570,000		0		570,267,000		100,000		0		280,000		0		0		△ 98,944,201		△ 98,564,201		471,702,799				項目 コウモク		連結通期
特別損益計画 レンケツツウキトクベツソンエキケイカク		連結通期
特別損益
実績見込 レンケツツウキトクベツソンエキジッセキミコミ		連結特別損益差額
（実績見込－計画） レンケツトクベツソンエキサガクジッセキミコミケイカク

				法人税、住民税及び事業税								272,700,000				272,700,000		△ 4,250				272,695,750		0		0		0						△ 32,630,344		△ 32,630,344		240,065,406

				法人税等調整額								0				0						0		0		0		0						0		0		0				特別利益 トクベツリエキ		1,000,000		8,000,000		7,000,000

				法人税等合計								272,700,000		0		272,700,000		△ 4,250		0		272,695,750		0		0		0		0		0		△ 32,630,344		△ 32,630,344		240,065,406				特別損失 トクベツソンシツ		3,000,000		7,500,000		4,500,000

				当期純利益 トウキジュンリエキ								269,997,000		0		269,997,000		27,574,250		0		297,571,250		100,000		0		280,000		0		0		△ 66,313,857		△ 65,933,857		231,637,393

				※ 丸信ガス㈱・湖東ガス㈱の接待交際費予算が 3,000,000円以内と仮定して、法人税等金額を下記の計算式にて算出することとした。 マルシンコトウイナイカテイジンゼイナドキンガク　カキケイサンシキサンシュツ

				　　法人税等金額 ＝ （ 税金等調整前当期純利益 ＋ （ 接待交際費 1,5000,000円 × 10%）） × 46% （ 万円を四捨五入 ） セッタイコウサイヒエンマンエンシシャゴニュウ

				　　なお、丸信ガス㈱は欠損法人であるため法人税等の支払は法人地方税の均等割りぐらいとなるが、連結損益予算においては無視して予算策定する。 マルシンケッソンホウジンホウジンゼイトウシハライホウジンチホウゼイキントウワレンケツソンエキヨサンムシヨサンサクテイ





総合資料（ＢＳ）

		第　　６１　　期　　　下　　期　　　連　　結　　調　　整　　仕　　訳　　見　　込

																												（単位：円）

												丸信ガス㈱連結修正仕訳						丸信ガス㈱		湖東ガス㈱連結修正仕訳						湖東ガス㈱		損益調整

												開始仕訳・
投資と資本		債権債務消去		損益取引消去		損益調整		開始仕訳・
投資と資本		債権債務消去		損益取引消去		損益調整		合計

		売上高						ぽっぽガス										0								0		0

								エネルギー						△ 124,200,000				△ 124,200,000								0		△ 124,200,000

								住宅設備						△ 28,200,000				△ 28,200,000								0		△ 28,200,000

								エネルギー・住設				0		△ 152,400,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		0		△ 152,400,000

								リビング事業部				0		△ 152,400,000		0		△ 152,400,000		0		0		0		0		△ 152,400,000

								アクア事業部						△ 3,800,000				△ 3,800,000								0		△ 3,800,000

								在宅医療										0								0		0

								医療ガス										0								0		0

								産業ガス・機材										0								0		0

								医療・産業ガス				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								医療・産業ガス事業部				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計				0		△ 156,200,000		0		△ 156,200,000		0		0		0		0		△ 156,200,000

		売上総利益						ぽっぽガス										0								0		0

								エネルギー				200,000		△ 44,100,000				△ 43,900,000								0		△ 43,900,000

								住宅設備				300,000						300,000								0		300,000

								エネルギー・住設				500,000		△ 44,100,000		0		△ 43,600,000		0		0		0		0		△ 43,600,000

								リビング事業部				500,000		△ 44,100,000		0		△ 43,600,000		0		0		0		0		△ 43,600,000

								アクア事業部										0								0		0

								在宅医療										0								0		0

								医療ガス										0								0		0

								産業ガス・機材										0								0		0

								医療・産業ガス				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								医療・産業ガス事業部				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計				500,000		△ 44,100,000		0		△ 43,600,000		0		0		0		0		△ 43,600,000

		販管費						販売費				400,000				△ 280,000		120,000								0		120,000

								人件費										0								0		0

								その他						△ 44,100,000				△ 44,100,000								0		△ 44,100,000

								合計				400,000		△ 44,100,000		△ 280,000		△ 43,980,000		0		0		0		0		△ 43,980,000

				営業利益								100,000		0		280,000		380,000		0		0		0		0		380,000

				営業外収益														0								0		0

				営業外費用														0								0		0

				経常利益								100,000		0		280,000		380,000		0		0		0		0		380,000

				特別利益														0								0		0

				特別損失														0								0		0

				税金等調整前四半期純利益								100,000		0		280,000		380,000		0		0		0		0		380,000

				法人税、住民税及び事業税														0								0		0

				法人税等調整額														0								0		0

				法人税等合計								0		0		0		0		0		0		0		0		0

				当期純利益 トウキジュンリエキ								100,000		0		280,000		380,000		0		0		0		0		380,000





総合資料（ＰＬ）

		第　　６１　　期　　　通　　期　　　連　　結　　損　　益　　計　　画　　見　　込

																																						（単位：円）

												大丸エナウィン㈱		愛媛ベニー分
売 上 　取 消		修正後		丸信ガス㈱		湖東ガス㈱ コトウ		通期計画
見込合計 ツウキミコミゴウケイ		連結修正仕訳										調整額		損益調整		通期連結
計画見込 ツウケイカクミコミ

																大丸エナウィン㈱								開始仕訳・
投資と資本		債権債務消去		損益取引消去		連結調整
勘定償却		未実現利益

		売上高						ぽっぽガス				4,309,197,316		0		4,309,197,316		553,541,587		25,552,395		4,888,291,298		0		0		0		0		0		△ 3,291,298		△ 3,291,298		4,885,000,000

								エネルギー				5,853,016,594		△ 140,758,138		5,712,258,456		0		0		5,712,258,456		0		△ 264,168,322		0		0		0		2,909,866		△ 261,258,456		5,451,000,000

								住宅設備				2,961,622,315		0		2,961,622,315		61,044,540		3,241,721		3,025,908,576		0		△ 56,444,462		0		0		0		△ 12,464,114		△ 68,908,576		2,957,000,000

								エネルギー・住設				8,814,638,909		△ 140,758,138		8,673,880,771		61,044,540		3,241,721		8,738,167,032		0		△ 320,612,784		0		0		0		△ 9,554,248		△ 330,167,032		8,408,000,000

								リビング事業部				13,123,836,225		△ 140,758,138		12,983,078,087		614,586,127		28,794,116		13,626,458,330		0		△ 320,612,784		0		0		0		△ 12,845,546		△ 333,458,330		13,293,000,000

								アクア事業部				824,579,304		0		824,579,304		16,753,303		0		841,332,607		0		△ 7,679,600		0		0		0		△ 1,653,007		△ 9,332,607		832,000,000

								在宅医療				230,460,200		0		230,460,200		0		0		230,460,200		0		0		0		0		0		△ 60,200		△ 60,200		230,400,000

								医療ガス				334,710,621		0		334,710,621		0		0		334,710,621		0		0		0		0		0		△ 110,621		△ 110,621		334,600,000

								産業ガス・機材				1,009,008,370		0		1,009,008,370		0		0		1,009,008,370		0		0		0		0		0		991,630		991,630		1,010,000,000

								医療・産業ガス				1,343,718,991		0		1,343,718,991		0		0		1,343,718,991		0		0		0		0		0		881,009		881,009		1,344,600,000

								医療・産業ガス事業部				1,574,179,191		0		1,574,179,191		0		0		1,574,179,191		0		0		0		0		0		820,809		820,809		1,575,000,000

								合計				15,522,594,720		△ 140,758,138		15,381,836,582		631,339,430		28,794,116		16,041,970,128		0		△ 328,292,384		0		0		0		△ 13,677,744		△ 341,970,128		15,700,000,000

		売上総利益						ぽっぽガス				2,875,203,733		0		2,875,203,733		332,211,040		13,768,604		3,221,183,377		0		0		0		0		0		△ 40,183,377		△ 40,183,377		3,181,000,000				6,512.0%

								エネルギー				1,143,483,037		0		1,143,483,037		0		0		1,143,483,037		522,000		△ 88,200,000		0		0		△ 164,000		△ 9,641,037		△ 97,483,037		1,046,000,000				1,919.0%

								住宅設備				381,418,010		0		381,418,010		11,655,935		0		393,073,945		914,000		0		0		0		△ 444,000		△ 38,543,945		△ 38,073,945		355,000,000				1,201.0%

								エネルギー・住設				1,524,901,047		0		1,524,901,047		11,655,935		0		1,536,556,982		1,436,000		△ 88,200,000		0		0		△ 608,000		△ 48,184,982		△ 135,556,982		1,401,000,000				1,666.0%

								リビング事業部				4,400,104,780		0		4,400,104,780		343,866,975		13,768,604		4,757,740,359		1,436,000		△ 88,200,000		0		0		△ 608,000		△ 88,368,359		△ 175,740,359		4,582,000,000				3,447.0%

								アクア事業部				640,960,247		0		640,960,247		8,175,383		0		649,135,630		0		0		0		0		0		△ 32,235,630		△ 32,235,630		616,900,000				7,415.0%

								在宅医療				184,884,519		0		184,884,519		0		0		184,884,519		0		0		0		0		0		△ 3,784,519		△ 3,784,519		181,100,000				7,860.0%

								医療ガス				200,385,992		0		200,385,992		0		0		200,385,992		0		0		0		0		0		△ 4,685,992		△ 4,685,992		195,700,000				5,849.0%

								産業ガス・機材				269,189,756		0		269,189,756		0		0		269,189,756		0		0		0		0		0		△ 3,989,756		△ 3,989,756		265,200,000				2,626.0%

								医療・産業ガス				469,575,748		0		469,575,748		0		0		469,575,748		0		0		0		0		0		△ 8,675,748		△ 8,675,748		460,900,000				3,428.0%

								医療・産業ガス事業部				654,460,267		0		654,460,267		0		0		654,460,267		0		0		0		0		0		△ 12,460,267		△ 12,460,267		642,000,000				4,076.0%

								合計				5,695,525,294		0		5,695,525,294		352,042,358		13,768,604		6,061,336,256		1,436,000		△ 88,200,000		0		0		△ 608,000		△ 133,064,256		△ 220,436,256		5,840,900,000				3,720.0%

		販管費						販売費				1,656,037,138		0		1,656,037,138		55,689,897		0		1,711,727,035		814,000		0		△ 571,000		0		3,350,045		△ 54,020,080		△ 50,427,035		1,661,300,000

								人件費				1,670,211,787		0		1,670,211,787		89,564,211		5,155,398		1,764,931,396		0		0		0		0		0		△ 531,396		△ 531,396		1,764,400,000

								その他				1,497,282,560		0		1,497,282,560		178,728,004		7,052,481		1,683,063,045		0		△ 88,200,000		0		0		0		14,336,955		△ 73,863,045		1,609,200,000

								合計				4,823,531,485		0		4,823,531,485		323,982,112		12,207,879		5,159,721,476		814,000		△ 88,200,000		△ 571,000		0		3,350,045		△ 40,214,521		△ 124,821,476		5,034,900,000

				営業利益								871,993,809		0		871,993,809		28,060,246		1,560,725		901,614,780		622,000		0		571,000		0		△ 3,958,045		△ 92,849,735		△ 95,614,780		806,000,000

				営業外収益								45,203,143		0		45,203,143		5,565,745		66,138		50,835,026		0		0		0		0		0		△ 1,835,026		△ 1,835,026		49,000,000

				営業外費用								3,975,841		0		3,975,841		300,000		0		4,275,841		0		0		0		0		0		724,159		724,159		5,000,000

				経常利益								913,221,111		0		913,221,111		33,325,991		1,626,863		948,173,965		622,000		0		571,000		0		△ 3,958,045		△ 95,408,920		△ 98,173,965		850,000,000

				特別利益								7,214,183		0		7,214,183		0		0		7,214,183		0		0		0		0		0		785,817		785,817		8,000,000

				特別損失								3,178,902		0		3,178,902		0		0		3,178,902		0		0		0		0		0		4,321,098		4,321,098		7,500,000

				税金等調整前当期純利益								917,256,392		0		917,256,392		33,325,991		1,626,863		952,209,246		622,000		0		571,000		0		△ 3,958,045		△ 98,944,201		△ 101,709,246		850,500,000

				法人税、住民税及び事業税								445,809,344		0		445,809,344		100,000		530,000		446,439,344		0		0		0		0		0		△ 32,630,344		△ 32,630,344		413,809,000

				法人税等調整額								6,691,000		0		6,691,000		0		0		6,691,000		0		0		0		0		0		0		0		6,691,000

				法人税等合計								452,500,344		0		452,500,344		100,000		530,000		453,130,344		0		0		0		0		0		△ 32,630,344		△ 32,630,344		420,500,000

				当期純利益 トウキジュンリエキ								464,756,048		0		464,756,048		33,225,991		1,096,863		499,078,902		622,000		0		571,000		0		△ 3,958,045		△ 66,313,857		△ 69,078,902		430,000,000

				※ 丸信ガス㈱の接待交際費予算が 3,000,000円程度であるため、丸信ガス㈱の法人税等金額は、下記の計算式にて算出することとした。 マルシンマルシンジンゼイナドキンガク　カキケイサンシキサンシュツ

				　　法人税等金額 ＝ （ 税金等調整前当期純利益 ＋ （ 接待交際費 3,000,000円 × 10%）） × 46% （ 万円を四捨五入 ） セッタイコウサイヒエンマンエンシシャゴニュウ

				　　なお、丸信ガス㈱は欠損法人であるため法人税等の支払は法人地方税の均等割りぐらいとなるが、連結損益予算においては無視して予算策定する。 マルシンケッソンホウジンホウジンゼイトウシハライホウジンチホウゼイキントウワレンケツソンエキヨサンムシヨサンサクテイ





総合資料（ＣＦ）

		第２四半期連結比較貸借対照表  ダイシハンキレンケツヒカクタイシャクタイショウヒョウ

																												（単位：円） タンイエン

		資産の部 シサンブ

																平成２２年３月期		平成２３年３月期		平成２２年３月期		前第２四半期比 ゼンダイシハンキヒ				前期末比 ゼンキマツヒ

																第２四半期 ダイシハンキ		第２四半期 ダイシハンキ		期末 キスエ		増減 ゾウゲン		％		増減 ゾウゲン		％

				流動資産 リュウドウシサン												4,360,399,171		4,931,659,745		5,633,557,847		571,260,574		13.1		△ 701,898,102		△ 12.5

						現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン										1,868,442,208		2,290,720,599		2,226,385,678		422,278,391		22.6		64,334,921		2.9

						受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン										1,838,803,280		1,836,635,235		2,526,524,974		△ 2,168,045		△ 0.1		△ 689,889,739		△ 27.3

						商品及び製品 ショウヒンオヨセイヒン										326,817,311		348,211,476		387,376,711		21,394,165		6.5		△ 39,165,235		△ 10.1

						繰延税金資産 クリノベゼイキンシサン										84,420,000		90,391,000		84,038,000		5,971,000		7.1		6,353,000		7.6

						その他 タ										251,118,677		376,997,186		423,223,679		125,878,509		50.1		△ 46,226,493		△ 10.9

						貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン										△ 9,202,305		△ 11,295,751		△ 13,991,195		△ 2,093,446		△ 22.7		2,695,444		19.3

				固定資産 コテイシサン												5,291,557,920		5,300,680,431		5,094,414,382		9,122,511		0.2		206,266,049		4.0

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン										3,645,175,848		3,836,943,553		3,601,184,787		191,767,705		5.3		235,758,766		6.5

								建物及び構築物 タテモノオヨコウチクブツ								775,846,321		815,472,497		811,048,985		39,626,176		5.1		4,423,512		0.5

								機械装置及び運搬具								1,051,667,534		966,722,428		1,008,522,044		△ 84,945,106		△ 8.1		△ 41,799,616		△ 4.1

								土地 トチ								1,570,074,544		1,661,802,377		1,552,013,806		91,727,833		5.8		109,788,571		7.1

								リース資産 シサン								73,052,700		93,233,600		75,984,100		20,180,900		27.6		17,249,500		22.7

								その他 タ								174,534,749		299,712,651		153,615,852		125,177,902		71.7		146,096,799		95.1

						無形固定資産 ムケイコテイシサン										1,165,465,232		1,024,887,783		1,026,023,979		△ 140,577,449		△ 12.1		△ 1,136,196		△ 0.1

								のれん								1,087,783,681		926,752,304		958,717,557		△ 161,031,377		△ 14.8		△ 31,965,253		△ 3.3

								その他 タ								77,681,551		98,135,479		67,306,422		20,453,928		26.3		30,829,057		45.8

						投資その他の資産 ナシタシサン										480,916,840		438,849,095		467,205,616		△ 42,067,745		△ 8.7		△ 28,356,521		△ 6.1

								投資有価証券 トウシユウカショウケン								216,775,720		200,885,920		221,261,320		△ 15,889,800		△ 7.3		△ 20,375,400		△ 9.2

								関係会社株式 カンケイガイシャカブシキ								21,200,000		21,200,000		21,200,000		―		―		―		―

								その他 ソノタ								267,067,141		229,200,602		237,181,723		△ 37,866,539		△ 14.2		△ 7,981,121		△ 3.4

								貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン								△ 24,126,021		△ 12,437,427		△ 12,437,427		11,688,594		48.4		―		―

				資産合計 シサンゴウケイ												9,651,957,091		10,232,340,176		10,727,972,229		580,383,085		6.0		△ 495,632,053		△ 4.6

		負債の部 フサイブ

				流動負債 リュウドウフサイ												1,951,712,215		2,141,585,301		2,785,813,969		189,873,086		9.7		△ 644,228,668		△ 23.1

						支払手形及び買掛金 シハライテガタオヨカイカケキン										1,465,522,123		1,422,081,305		2,092,367,780		△ 43,440,818		△ 3.0		△ 670,286,475		△ 32.0

						短期借入金 タンキカリイレキン										―		―		―		―		―		―		―

						リース債務 サイム										17,830,260		26,312,580		20,333,880		8,482,320		47.6		5,978,700		29.4

						未払法人税等 ミハライホウジンゼイナド										110,404,200		183,234,250		235,208,500		72,830,050		66.0		△ 51,974,250		△ 22.1

						役員賞与引当金 ヤクインショウヨヒキアテキン										10,000,000		12,000,000		23,960,000		2,000,000		20.0		△ 11,960,000		△ 49.9

						その他 タ										347,955,632		497,957,166		413,943,809		150,001,534		43.1		84,013,357		20.3

				固定負債 ガタマリサダムフサイ												412,057,845		413,363,130		406,738,596		1,305,285		0.3		6,624,534		1.6

						長期未払金 チョウキミバラキン										83,304,244		88,146,713		82,663,954		4,842,469		5.8		5,482,759		6.6

						リース債務 サイム										58,875,075		71,582,700		59,449,425		12,707,625		21.6		12,133,275		20.4

						繰延税金負債 クリノベゼイキンフサイ										65,735,000		58,123,000		53,331,000		△ 7,612,000		△ 11.6		4,792,000		9.0

						役員退職慰労引当金										132,390,000		124,861,500		140,418,000		△ 7,528,500		△ 5.7		△ 15,556,500		△ 11.1

						その他 タ										71,753,526		70,649,217		70,876,217		△ 1,104,309		△ 1.5		△ 227,000		△ 0.3

				負債合計 フサイゴウケイ												2,363,770,060		2,554,948,431		3,192,552,565		191,178,371		8.1		△ 637,604,134		△ 20.0

		純資産の部 ジュンシサンブ

				株主資本 カブヌシシホン												7,265,203,433		7,663,862,947		7,509,767,466		398,659,514		5.5		154,095,481		2.1

						資本金										870,500,000		870,500,000		870,500,000		―		―		―		―

						資本剰余金										1,185,972,407		1,185,972,407		1,185,972,407		―		―		―		―

						利益剰余金										5,218,284,469		5,617,035,109		5,462,848,502		398,750,640		7.6		154,186,607		2.8

						自己株式 ジコカブシキ										△ 9,553,443		△ 9,644,569		△ 9,553,443		△ 91,126		△ 1.0		△ 91,126		△ 1.0

				評価・換算差額等 ヒョウカカンサンサガクトウ												22,983,598		13,528,798		25,652,198		△ 9,454,800		△ 41.1		△ 12,123,400		△ 47.3

						その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン										22,983,598		13,528,798		25,652,198		△ 9,454,800		△ 41.1		△ 12,123,400		△ 47.3

				純資産合計 ジュンシサンゴウケイ												7,288,187,031		7,677,391,745		7,535,419,664		389,204,714		5.3		141,972,081		1.9

				負債及び純資産合計 フサイオヨジュンシサンゴウケイ												9,651,957,091		10,232,340,176		10,727,972,229		580,383,085		6.0		△ 495,632,053		△ 4.6





総合資料（財務指標）

		第２四半期連結比較損益計算書  ダイシハンキレンケツヒカクソンエキケイサンショ

																										（単位：円） タンイエン

												平成２２年３月期 第２四半期				平成２３年３月期 第２四半期				前第２四半期比増減 マエダイシハンキヒゾウゲン				平成２２年３月期

												金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ		金額 キンガク		％		金額 キンガク		百分比 ヒャクブンヒ

				売上高 ウリアゲダカ								6,962,427,744		100.0		7,382,000,000		100.0		419,572,256		6.0		15,334,110,985		100.0

				売上原価 ウリアゲゲンカ								4,187,867,488		60.1		4,607,439,744		62.4		419,572,256		10.0		9,525,692,714		62.1

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ								2,774,560,256		39.9		2,774,560,256		37.6		―		―		5,808,418,271		37.9

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ								2,473,390,549		35.5		2,426,377,521		32.9		△ 47,013,028		△ 1.9		4,994,759,389		32.6

				営業利益 エイギョウリエキ								348,182,735		5.0		365,000,000		4.9		16,817,265		4.8		819,056,286		5.3

				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ								29,183,438		0.4		27,205,026		0.4		△ 1,978,412		△ 6.8		55,300,707		0.4

						受取利息 ウケトリリソク						1,011,104				616,864				△ 394,240		△ 39.0		1,898,238

						受取配当金 ウケトリハイトウキン						3,217,367				3,249,800				32,433		1.0		4,031,117

						受取賃貸料 ウケトリチンタイリョウ						8,354,859				8,364,859				10,000		0.1		16,494,003

						その他 ソノタ						16,600,108				14,973,503				△ 1,626,605		△ 9.8		32,877,349

				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ								2,236,306		0.0		1,625,841		0.0		△ 610,465		△ 27.3		4,426,860		0.0

						支払利息 シハライリソク						435,825				381,951				△ 53,874		△ 12.4		850,073

						売上割引 ウリアゲワリビキ						743,842				433,677				△ 310,165		△ 41.7		1,426,717

						不動産賃貸費用 フドウサンチンタイヒヨウ						834,901				796,289				△ 38,612		△ 4.6		1,668,808

						その他 ソノタ						221,738				13,924				△ 207,814		△ 93.7		481,262

				経　常　利　益 ケイジョウリエキ								373,761,920		5.4		396,000,000		5.4		22,238,080		5.9		867,086,907		5.7

				特別利益 トクベツリエキ								608,008		0.0		6,714,183		0.1		6,106,175		1,004.3		2,223,422		0.0

						固定資産売却益						508,008				6,714,183				6,206,175		1,221.7		1,484,500

						貸倒引当金戻入額 カシダオレヒキアテキンモドイガク						100,000				―				△ 100,000		△ 100.0		738,922

				特別損失 トクベツソンシツ								21,430,840		0.3		1,678,902		0.0		△ 19,751,938		△ 92.2		50,322,070		0.3

						固定資産除売却損						2,086,840				1,678,902				△ 407,938		△ 19.5		11,917,332

						役員退職功労加算金						19,344,000				―				△ 19,344,000		△ 100.0		19,344,000

						減損損失 ゲンソンソンシツ						―				―				―		―		19,060,738

						投資有価証券評価損 トウシユウカショウケンヒョウカソン						―				―				―		―		―

				税金等調整前四半期（当期）純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキトウキジュンリエキ								352,939,088		5.1		401,035,281		5.4		48,096,193		13.6		818,988,259		5.3

				法人税・住民税及び事業税 ホウジンゼイジュウミンゼイオヨジギョウゼイ								103,327,909		1.5		173,743,594		2.4		70,415,685		68.1		338,385,584		2.2

				法人税等調整額 ホウジンゼイトウチョウセイガク								33,485,000		0.5		6,691,000		0.1		△ 26,794,000		△ 80.0		19,646,000		0.1

				法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ								136,812,909		2.0		180,434,594		2.4		43,621,685		31.9		358,031,584		2.3

				四半期（当期）純利益 シハンキトウキジュンリエキ								198,362,607		2.8		209,000,000		2.8		10,637,393		5.4		452,596,707		3.0



その他は仕入割引を含む。
本決算のみ仕入割引が単独項目になっている。



グラフデータ

		第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書  ダイシハンキレンケツケイサンショ

																								（単位：円） タンイエン

								第５７期 第２四半期 ダイキ		第５７期 ダイキ		第５８期 第２四半期 ダイキ		第５８期 ダイキ		第５９期 第２四半期 ダイキ		第５９期 ダイキ		第６０期 第２四半期 ダイキ		第６０期 ダイキ		第６１期 第２四半期 ダイキ

								平成18年9月期（単体） ヘイセイネンガツキ		平成19年3月期（単体） ヘイセイネンガツキ		平成19年9月期（単体） ヘイセイネンガツキ		平成20年3月期（単体） ヘイセイネンガツキ		平成20年9月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ		平成21年3月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ		平成21年9月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ		平成22年3月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ		平成22年9月期（連結） ヘイセイネンガツキレンケツ

		Ⅰ．		営業活動によるキャッシュ・フロー

				税金等調整前四半期(当期）純利益 ゼイキントウチョウセイマエシハンキ				195,628,676		509,685,884		134,657,017		339,935,938		241,643,222		592,878,833		259,329,608		769,288,316		378,797,201

				減価償却費				167,898,210		352,668,448		190,160,848		418,340,413		230,422,159		480,015,204		206,024,011		426,195,508		234,638,227

				のれん償却額 ガク				246,176,319		494,987,118		209,994,537		435,243,041		149,921,754		300,487,333		133,713,315		277,679,438		118,564,720

				減損損失 ゲンソンソンシツ				―		―		―		―		―		―		―		19,060,738		―

				投資不動産減損損失 トウシフドウサンゲンソンソンシツ				―		―		―		―		―		―		―		―		―

				投資有価証券評価損				―		―		―		14,776,487		―		11,714,247		―		―		―

				役員賞与引当金の増減額 ヤクインショウヨヒキアテキンゾウゲンガク				10,475,000		23,100,000		△ 15,650,000		△ 4,745,000		△ 8,355,000		5,795,000		△ 14,150,000		△ 190,000		△ 11,960,000

				役員退職慰労引当金の増減額 ゲン				△ 78,714,100		△ 69,405,700		5,130,600		13,197,000		9,617,400		17,905,800		△ 85,141,800		△ 77,113,800		△ 15,556,500

				長期未払金の増減額 チョウキミバラキンゾウゲンガク				△ 1,637,740		△ 2,163,500		△ 2,901,673		△ 5,300,562		△ 366,938		△ 1,098,028		△ 2,991,112		△ 3,631,402		△ 607,241

				受取利息及び受取配当金 ウケトリ				△ 3,703,430		△ 5,197,528		△ 6,164,979		△ 9,367,624		△ 5,135,833		△ 7,275,317		△ 4,228,471		△ 5,929,355		△ 3,866,664

				支払利息				549,463		1,133,850		646,900		1,434,806		626,869		1,189,863		435,825		850,073		381,951

				有形固定資産売却益				△ 1,075,312		△ 1,417,364		△ 756,792		△ 2,516,143		△ 749,945		△ 1,122,615		△ 508,008		△ 1,484,500		△ 6,714,183		※ 有形固定資産売却益と有形固定資産除売却損は合算すること。 ユウケイコテイシサンバイキャクエキユウケイコテイシサンジョバイキャクソンガッサン

				無形固定資産売却益				△ 2,145,831		△ 2,145,831		―		―		―		―		―		―		―				↓

				投資不動産売却益				―		―		―		―		―		―		―		―		―				合算後の項目表示 ガッサンアトコウモクヒョウジ

				投資有価証券売却益 トウシユウカショウケンバイキャクエキ				―		―		―		―		―		―		―		―		―				　　有形固定資産除売却損益 ユウケイコテイシサンジョバイキャクソンエキ

				投資不動産売却損				―		―		―		2,478,615		―		―		―		―		―				↑

				有形固定資産除売却損				1,841,791		12,800,700		4,064,133		5,270,681		4,607,225		7,710,367		2,086,840		11,917,332		1,678,902		※ 有形固定資産売却益と有形固定資産除売却損は合算すること。 ユウケイコテイシサンバイキャクエキユウケイコテイシサンジョバイキャクソンガッサン

				売上債権の増減額 ゾウゲンガク				460,009,434		△ 60,105,015		592,180,604		△ 259,360,244		823,214,889		1,032,099,931		592,098,082		△ 90,834,722		695,670,964

				たな卸資産の増減額 オロシシサンゾウゲンガク				△ 8,023,954		△ 265,650		△ 35,909,622		△ 113,389,968		7,038,089		183,276,944		△ 13,469,387		△ 74,028,787		39,395,747

				仕入債務の増減額				△ 155,172,666		377,635,797		△ 611,400,482		△ 14,032,730		△ 692,819,778		△ 1,050,021,101		△ 445,422,401		181,423,256		△ 674,971,666

				役員賞与の支払額				△ 20,950,000		△ 20,950,000		―		―		―		―		―		―		―

				その他				4,350,654		106,315,545		△ 179,784,107		△ 185,054,809		△ 297,902,923		△ 208,957,663		△ 130,037,365		△ 246,482,706		68,095,164

				小計				815,506,514		1,716,676,754		284,266,984		636,909,901		461,761,190		1,364,598,798		497,739,137		1,186,719,389		823,546,622

				利息及び配当金の受取額				3,675,905		5,161,995		5,080,558		9,381,309		5,138,914		7,341,230		4,228,572		5,933,224		3,868,309

				利息の支払額				△ 549,463		△ 1,133,850		△ 534,190		△ 1,434,806		△ 626,869		△ 1,189,863		△ 435,825		△ 850,073		△ 381,951

				法人税等の支払額				△ 112,773,732		△ 177,375,750		△ 154,445,500		△ 234,389,291		△ 220,114,031		△ 365,359,515		△ 154,632,209		△ 266,085,584		△ 225,110,644

				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ				705,859,224		1,543,329,149		134,367,852		410,467,113		246,159,204		1,005,390,650		346,899,675		925,716,956		601,922,336

		Ⅱ．		投資活動によるキャッシュ・フロー

				定期預金の純減少額 ゲンショウガク				―		―		△ 500,000,000		40,000,000		―		―		―		―		―

				有価証券の純増加額 ジュンゾウカガク				―		―		―		―		―		―		―		―		―

				有形固定資産の取得による支出 シシュツ				△ 109,728,402		△ 436,687,590		△ 340,017,155		△ 659,510,703		△ 233,216,651		△ 314,905,827		△ 234,828,214		△ 383,504,102		△ 350,800,893

				有形固定資産の売却による収入 シュウニュウ				3,718,765		4,794,061		9,958,323		14,474,870		1,808,571		2,733,800		1,091,001		1,553,591		9,860,039

				投資不動産の売却による収入 シュウニュウ				―		―		―		―		―		―		―		―		―

				無形固定資産の取得による支出 シシュツ				△ 298,440,069		△ 349,621,145		△ 35,867,394		△ 932,542,934		△ 18,968,518		△ 44,368,070		△ 251,871,400		△ 274,070,637		△ 91,119,079

				無形固定資産の売却による収入 バイキャクシュウニュウ				66,259,409		66,259,409		―		―		―		―		―		―		―

				連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出 レンケツハンイヘンコウトモナコガイシャカブシキシュトクシシュツ				―		―		―		―		―		―		―		―		△ 70,568,737

				投資有価証券の取得による支出 シシュツ				―		△ 38,297,920		―		△ 26,099,455		△ 9,671,920		△ 9,671,920		―		―		―

				投資有価証券の売却による収入 シュウニュウ				―		―		―		―		―		―		―		―		―

				貸付けによる支出				△ 57,000,000		△ 57,000,000		△ 20,000,000		△ 20,000,000		―		―		△ 2,000,000		△ 2,000,000		―

				貸付金の回収による収入				3,877,734		8,202,901		4,484,206		15,062,192		2,017,343		3,956,813		2,142,330		5,235,231		20,311,222

				出資金の増減額 ゾウゲンガク				150,000		27,800,000		―		△ 56,000		―		―		―		△ 500,000		―

				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシカツドウ				△ 391,162,563		△ 774,550,284		△ 881,442,020		△ 1,568,672,030		△ 258,031,175		△ 362,255,204		△ 485,466,283		△ 653,285,917		△ 482,317,448

		Ⅲ．		財務活動によるキャッシュ・フロー

				短期借入れによる収入 タンキカリイレシュウニュウ				250,000,000		500,000,000		250,000,000		800,000,000		150,000,000		300,000,000		150,000,000		300,000,000		150,000,000

				短期借入金の返済による支出 タンキカリイレキンヘンサイシシュツ				△ 250,000,000		△ 500,000,000		△ 250,000,000		△ 800,000,000		△ 150,000,000		△ 300,000,000		△ 150,000,000		△ 300,000,000		△ 150,000,000

				配当金の支払額 ハイトウキンシハライガク				△ 44,127,707		△ 88,432,221		△ 44,141,935		△ 88,353,823		△ 44,166,562		△ 88,357,045		△ 44,113,927		△ 88,177,504		△ 43,958,341

				リース債務の返済による支出 サイムヘンサイシシュツ				―		―		―		―		―		△ 5,416,800		△ 6,436,500		△ 15,427,100		△ 11,220,500

				自己株式の増減額 ゾウゲンガク				△ 21,620		△ 101,178		―		△ 6,180		△ 18,090		△ 123,559		△ 5,980		△ 5,980		△ 91,126

				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイムカツドウ				△ 44,149,327		△ 88,533,399		△ 44,141,935		△ 88,360,003		△ 44,184,652		△ 93,897,404		△ 50,556,407		△ 103,610,584		△ 55,269,967

		Ⅳ．		現金及び現金同等物の増減額 ゾウゲン				270,547,334		680,245,466		△ 791,216,103		△ 1,246,564,920		△ 56,056,623		549,238,042		△ 189,123,015		168,820,455		64,334,921

		Ⅴ．		現金及び現金同等物の期首残高				1,654,665,959		1,654,665,959		2,334,911,425		2,334,911,425		1,508,327,181		1,508,327,181		2,057,565,223		2,057,565,223		2,226,385,678

		Ⅵ．		現金及び現金同等物の四半期期末（期末）残高 シハンキキマツ				1,925,213,293		2,334,911,425		1,543,695,322		1,088,346,505		1,452,270,558		2,057,565,223		1,868,442,208		2,226,385,678		2,290,720,599





		連結財務指標関連数値  レンケツザイムシヒョウカンレンスウチ																		連 結 財 務 指 標  レンムスブザイムシヒョウ

																（単位：円） タンイエン																																						（単位：円） タンイエン

								平成１９年３月期(単体)		平成２０年３月期(単体)		平成２１年３月期(連結) レンケツ		平成２２年３月期(連結) レンケツ		平成２３年３月期 ヘイセイネンガツキ																平成２０年３月期(単体)						平成２１年３月期(連結)						平成２２年３月期(連結)						平成２３年３月期

																（第２四半期 (連結)） ダイシハンキレンケツ																																		（第２四半期 (連結)）

				流動資産 リュウドウシサン				6,067,473,277		5,271,949,544		5,120,314,165		5,633,557,847		4,931,659,745				①		自己資本 ジコシホン		=		当期純利益 トウキジュンリエキ		×		100%				153,391,307						317,941,308						411,256,732						198,362,607

				固定資産 コテイシサン				4,930,720,325		5,569,436,325		5,097,643,724		5,094,414,382		5,300,680,431						当期純利益率 トウキジュンリエキリツ				自己資本(※) ジコシホン								7,018,563,379						7,106,052,506						7,367,615,016						7,606,405,705

				流動負債 リュウドウフサイ				3,499,540,726		3,402,393,361		2,583,616,669		2,785,813,969		2,141,585,301																		（ 2.19％）						（ 4.47％）						（ 5.58％）						（ 2.61％）

				固定負債 コテイフサイ				473,820,763		426,697,864		434,530,853		406,738,596		413,363,130				②		流 動 比 率 リュウドウヒリツ		=		流動資産 リュウドウシサン		×		100%				5,271,949,544						5,120,314,165						5,633,557,847						4,931,659,745

				負債 フサイ				3,973,361,489		3,829,091,225		3,018,147,522		3,192,552,565		2,554,948,431										流動負債 リュウドウフサイ								3,402,393,361						2,583,616,669						2,785,813,969						2,141,585,301

				自己資本 ジコシホン				7,024,832,113		7,012,294,644		7,199,810,367		7,535,419,664		7,677,391,745																		（ 154.95％）						（ 198.18％）						（ 202.22％）						（ 230.28％）

				使用総資本 シヨウソウシホン				10,998,193,602		10,841,385,869		10,217,957,889		10,727,972,229		10,232,340,176				③		固 定 比 率 コテイヒリツ		=		固定資産 コテイシサン		×		100%				5,569,436,325						5,097,643,724						5,094,414,382						5,300,680,431

				売上高 ウリアゲダカ				17,214,450,148		18,126,480,515		17,495,735,042		14,320,318,777		6,962,427,744										自己資本(※) ジコシホン								7,018,563,379						7,106,052,506						7,367,615,016						7,606,405,705

				営業利益 エイギョウリエキ				495,112,337		317,225,872		566,185,652		766,513,117		348,182,735																		（ 79.35％）						（ 71.74％）						（ 69.15％）						（ 69.69％）

				経常利益 ケイジョウリエキ				538,519,678		359,554,747		611,180,832		817,386,964		373,761,920				④		固定長期 コテイチョウキ		=		固定資産 コテイシサン		×		100%				5,569,436,325						5,097,643,724						5,094,414,382						5,300,680,431

				当期純利益 トウキジュンリエキ				207,986,741		153,391,307		317,941,308		411,256,732		198,362,607						適合比率 テキゴウヒリツ				自己資本+固定負債 ジコシホンコテイフサイ								7,438,992,508						7,634,341,220						7,942,158,260						8,090,754,875

		※　毎期、一番古い期を消すように２番目に古い期以降をコピ－し、また、前期実績及び当期第２四半期実績を マイキイチバンフルキケバンメフルキイコウゼンキジッセキオヨトウキダイシハンキジッセキ																																（ 74.87％）						（ 66.77％）						（ 64.14％）						（ 65.52％）

		　　入力すること。 ニュウリョク																		⑤		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		=		自己資本 ジコシホン		×		100%				7,012,294,644						7,199,810,367						7,535,419,664						7,677,391,745

																										使用総資本 シヨウソウシホン								10,841,385,869						10,217,957,889						10,727,972,229						10,232,340,176

																																		（ 64.68％）						（ 70.46％）						（ 70.24％）						（ 75.03％）

																				⑥		負 債 比 率 フサイヒリツ		=		負　　債 フサイ		×		100%				3,829,091,225						3,018,147,522						3,192,552,565						2,554,948,431

																										自己資本 ジコシホン								7,012,294,644						7,199,810,367						7,535,419,664						7,677,391,745

																																		（ 54.61％）						（ 41.92％）						（ 42.37％）						（ 33.28％）

																				⑦		売上高 ウリアゲダカ		=		営業利益 エイギョウリエキ		×		100%				317,225,872						566,185,652						766,513,117						348,182,735

																						営業利益率 エイギョウリエキリツ				売 上 高 ウリアゲダカ								18,126,480,515						17,495,735,042						14,320,318,777						6,962,427,744

																																		（ 1.75％）						（ 3.24％）						（ 5.35％）						（ 5.00％）

																				⑧		売上高 ウリアゲダカ		=		経常利益 ケイジョウリエキ		×		100%				359,554,747						611,180,832						817,386,964						373,761,920

																						経常利益率 ケイジョウリエキリツ				売 上 高 ウリアゲダカ								18,126,480,515						17,495,735,042						14,320,318,777						6,962,427,744

																																		（ 1.98％）						（ 3.49％）						（ 5.71％）						（ 5.37％）

																				⑨		使用総資本 シヨウソウシホン		=		経常利益 ケイジョウリエキ		×		100%				359,554,747						611,180,832						817,386,964						373,761,920

																						経常利益率 ケイジョウリエキリツ				使用総資本(※) シヨウソウシホン								10,919,789,736						10,529,671,879						10,472,965,059						10,480,156,203

																																		（ 3.29％）						（ 5.80％）						（ 7.80％）						（ 3.57％）

																				⑩		使用総資本 シヨウソウシホン		=		売 上 高		×		100%				18,126,480,515						17,495,735,042						14,320,318,777						6,962,427,744

																						回転率 カイテンリツ				使用総資本(※) シヨウソウシホン								10,919,789,736						10,529,671,879						10,472,965,059						10,480,156,203

																																		（ 166.00％）						（ 166.16％）						（ 136.74％）						（ 66.43％）

																				（※）印の自己資本及び使用総資本は期首・期末の平均であります。 シルシジコシホンオヨシヨウソウシホンキシュキマツヘイキン





		連結部門別売上高 レンケツブモンベツウリアゲダカ																（単位：百万円）

								平成２１年３月期				平成２２年３月期				平成２３年３月期

								第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期計画

				ぽっぽガス				2,000		4,627		2,000		4,627		2,174		4,885

				エネルギー				1,892		4,833		1,892		4,833		2,360		5,451

				住宅設備 ジュウタクセツビ				1,310		2,781		1,310		2,781		1,279		2,957

				アクア				344		672		344		672		386		832

				在宅医療 ザイタクイリョウ				77		161		77		161		106		230

				医療・産業ガス イリョウサンギョウ				622		1,247		622		1,247		658		1,345

				合計 ゴウケイ				6,245		14,320		6,245		14,320		6,962		15,700

		※ エクセルの表示機能により売上高が百万円未満四捨五入にて表示されるため、外部発表数字（百万円未満切り捨て）では表示されていません。

		連結部門別売上総利益 レンケツブモンベツウリアゲダカソウリエキ																（単位：百万円）

								平成２１年３月期				平成２２年３月期				平成２３年３月期

								第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期実績		第２四半期実績 ダイシハンキ		通期計画

				ぽっぽガス				1,512		3,237		1,512		3,237		1,485		3,181

				エネルギー				508		1,067		508		1,067		501		1,046

				住宅設備 ジュウタクセツビ				174		371		174		371		169		355

				アクア				268		529		268		529		306		617

				在宅医療				63		130		63		130		80		181

				医療・産業ガス				202		426		202		426		234		461

				合計 ゴウケイ				2,727		5,761		2,727		5,761		2,775		5,841

		※ エクセルの表示機能により売上総利益が百万円未満四捨五入にて表示されるため、外部発表数字（百万円未満切り捨て）では表示されていません。 ソウリエキ

		連結売上高・売上総利益 レンケツウリアゲダカウリアゲソウリエキ																（単位：百万円）

								H.20/3実績		H.21/3実績		H.22/3実績		H.23/3計画		H.24/3計画		H.25/3計画

				売上高				18,126		14,320		15,334		16,000		16,238		17,034

				売上総利益				5,086		5,761		5,808		5,840		6,331		6,734

		※ 連結中期計画の最終２期分の計画を入力すること。 レンケツチュウキケイカクサイシュウキブンケイカクニュウリョク

		連結経常利益・当期純利益 レンケツケイジョウリエキトウキジュンリエキ																（単位：百万円）

								H.20/3実績		H.21/3実績		H.22/3実績		H.23/3計画		H.24/3計画		H.25/3計画

				経常利益 ケイジョウリエキ				359		817		867		900		950		1,070

				当期純利益 トウキジュンリエキ				153		411		452		470		469		533

		※ 連結中期計画の最終２期分の計画を入力すること。 レンケツチュウキケイカクサイシュウキブンケイカクニュウリョク

		連結営業利益・経常利益・当期純利益 レンケツエイギョウリエキケイジョウリエキトウキジュンリエキ																						（単位：百万円）

								営業利益						経常利益						当期純利益

								H.23/3		H.24/3		H.25/3		H.23/3		H.24/3		H.25/3		H.23/3		H.24/3		H.25/3

				第２四半期 ダイシハンキ				348,182,735		365,711,000		357,971,000		373,761,920		396,931,000		383,637,000		198,362,607		209,295,000		213,761,000

				通期 ツウキ				819,056,286		860,000,000		910,000,000		867,086,907		900,000,000		950,000,000		452,596,707		470,000,000		494,000,000

		連結１株当たり当期純利益・１株当たり純資産 レンケツカブアトウキジュンリエキカブアジュンシサン																												（単位：円）

								H19/3		H20/3		H21/3		H22/3		H23/3		H24/3計画 ケイカク		H19/3		H20/3		H21/3		H22/3		H23/3		H24/3計画

				１株当たり当期純利益 カブアトウキジュンリエキ				25.89		19.10		39.58		51.20		56.64		58.82

				１株当たり純資産 カブアジュンシサン																874.58		873.02		896.39		937.17		972.63		976.11

		※ １株当たり当期純利益の１番目と２番目に古い事業年度を入力すること。 カブアトウキジュンリエキバンメバンメフルジギョウネンドニュウリョク

		　　また、１株当たり当期純利益と１株当たり純資産の1番目と2番目に古い事業年度にそれぞれの実績を入力すること。 カブアトウキジュンリエキカブアジュンシサンジッセキニュウリョク

		連結１株当たり配当金・配当性向 レンケツカブアハイトウキンハイトウセイコウ

								H19/3		H20/3		H21/3		H22/3		H23/3		H24/3計画 ケイカク

				１株当たり配当金 カブアハイトウキン				11.00		11.00		11.00		11.00		13.00		11.00		（単位：円）

				配当性向 ハイトウキンセイコウ				42.49		57.59		27.79		21.48		19.52		22.21		（単位：％）

		※ １株当たり配当金と配当性向の1番目と2番目に古い事業年度にそれぞれの実績を入力すること。 ハイトウキンハイトウセイコウ







部門別売上高の推移
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部門別売上総利益の推移
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ＬＰガス直売件数の推移ご参考

※子会社を含む実績です
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プロパン価格（ＦＯＢ価格）の推移
（単位：ドル／トン）
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アクア 実績推移ご参考
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宅配水市場規模推移表（単位：台数）

（一般社団法人 日本宅配水＆サーバー協会 統計資料より）
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本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や弊社
関係の業界動向等により変動することがございます。

従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する内容と異なるリスクや不確実性がありま
すことをご了承願います。

本資料に使用しました統計数値は、エルピーガス業界の統計数値ならびに弊社社内数値を用いています。
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