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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回　　次 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高（百万円） 11,862 13,150 14,815 15,396 15,780

経常利益（百万円） 1,081 899 1,388 1,800 1,641

当期純利益（百万円） 557 410 511 886 919

包括利益（百万円） － － － － 905

純資産額（百万円） 4,978 5,194 5,511 6,220 6,983

総資産額（百万円） 16,284 18,234 18,027 17,013 16,500

１株当たり純資産額（円） 350.56 365.82 388.31 438.28 492.06

１株当たり当期純利益金額

（円）
39.29 28.89 36.04 62.47 64.78

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 30.6 28.5 30.6 36.6 42.3

自己資本利益率（％） 11.6 8.1 9.6 15.1 13.9

株価収益率（倍） 16.54 30.46 20.81 13.61 15.44

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
2,263 1,765 3,136 2,973 2,562

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△2,452 △3,429 △2,430 △1,301 △1,247

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
1,329 968 △687 △1,867 △1,422

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
1,583 888 906 710 603

従業員数

［外、平均臨時雇用者数］

（人）

256

〔－〕

282

〔－〕

291

〔－〕

308

〔－〕

306

〔－〕

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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(2）提出会社の経営指標等

回　　次 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高（百万円） 8,470 9,239 9,587 9,532 10,206

経常利益（百万円） 895 783 1,054 1,560 1,539

当期純利益（百万円） 466 416 535 782 605

資本金（百万円） 582 582 582 582 582

発行済株式総数（千株） 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416

純資産額（百万円） 4,684 4,908 5,249 5,853 6,302

総資産額（百万円） 10,053 10,948 11,143 11,372 10,989

１株当たり純資産額（円） 329.97 345.82 369.80 412.43 444.07

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当額）

（円）

10.00

（－）

10.00

（－）

12.00

（－）

10.00

（－）

15.50

（－）

１株当たり当期純利益金額

（円）
32.84 29.37 37.74 55.13 42.64

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 46.6 44.8 47.1 51.5 57.4

自己資本利益率（％） 10.2 8.7 10.5 14.1 10.0

株価収益率（倍） 19.79 29.96 19.87 15.42 23.45

配当性向（％） 30.5 34.0 31.8 18.1 36.4

従業員数

［外、平均臨時雇用者数］

（人）

130

〔－〕

132

〔－〕

141

〔－〕

147

〔－〕

151

〔－〕

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第49期の１株当たり配当額には、グループのお客様件数20万件達成の記念配当２円00銭を含んでおります。

４．第51期の１株当たり配当額には、グループ創立55周年の記念配当５円50銭を含んでおります。
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２【沿革】

　当社（実質上の存続会社、旧商号千葉瓦斯株式会社）は、昭和30年５月13日、千葉県千葉市に資本金500千円をもって

設立されました。

　その後、経営の合理化、効率化を図る目的で、昭和50年12月31日を合併期日として、京葉住設株式会社（形式上の存続

会社、昭和36年５月26日設立、本店所在地千葉県千葉市）に吸収合併されており、登記上の設立年月日は昭和36年５月

26日であります。

　その後、昭和51年２月５日に商号を千葉瓦斯株式会社に変更し、更に、平成３年３月22日に株式会社クレックスに商

号を変更して、現在に至っております。

　合併前の京葉住設株式会社は、当初、不動産の売買、賃貸、仲介および斡旋等を事業の目的とし、その後、住宅設備機器

の販売および工事ならびにガス工事等を事業の目的に加えて事業展開をしておりましたが、この合併により、被合併

会社である旧千葉瓦斯株式会社の資産および権利義務の一切を引き継ぐとともに、その営業活動を全面的に継承致し

ました。

　従いまして、特記しない限り、実質上の存続会社である旧千葉瓦斯株式会社について記載しております。
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年　月 事　　　　　　　　　項

昭和30年５月 ＬＰガス供給・販売を目的として千葉県千葉市千葉寺町（現　千葉市中央区）に資本金500千円で千

葉瓦斯株式会社（現　株式会社クレックス）を設立

昭和38年７月 千葉県千葉市今井町（現　千葉市中央区）に千葉営業所を設置

昭和39年９月 千葉県習志野市に船橋営業所を設置

昭和49年８月 千葉県流山市に柏営業所を設置

昭和50年12月京葉住設株式会社と合併し、商号が京葉住設株式会社となる

昭和51年２月 商号を千葉瓦斯株式会社に変更

昭和54年３月 三菱液化瓦斯株式会社（現　アストモスエネルギー株式会社）より菱総ガス株式会社の全株式を取

得

昭和54年４月 当社のお客様数10,000件達成

昭和56年５月 当社の100％出資会社である子会社茨城ガス株式会社（現　札幌ガス株式会社、茨城県土浦市）を設

立

昭和56年６月 橋本燃料店（宮城県泉市、現　仙台市泉区）よりＬＰガス販売に関する営業権を取得

子会社宮城ガス株式会社（現　トーホクガス株式会社、仙台市青葉区）を設立し、同社へ同営業権を

譲渡

昭和57年４月 三菱液化瓦斯株式会社（現　アストモスエネルギー株式会社）より菱都ガス株式会社の全株式を取

得

昭和58年９月 関連会社宮城ガス株式会社（宮城県東松島市）を設立、資本参加

昭和59年11月三和土地建物株式会社（株式会社クレックス三和、仙台市青葉区）を設立

昭和60年１月 千葉県市原市に市原営業所を設置

昭和62年４月 福島県郡山市に福島営業所を設置（現　トーホクガス株式会社郡山営業所）

昭和62年４月 千葉、船橋、柏、銚子、市原、郡山各営業所の液化石油ガス販売事業許可（経済産業大臣）を取得

昭和62年12月当社のお客様数20,000件達成

昭和63年６月 札幌市豊平区に札幌支店を設置

昭和63年12月茨城県土浦市に土浦営業所を設置

平成２年９月 子会社茨城ガス株式会社を札幌ガス株式会社に商号変更し、本店を札幌市厚別区に移転

平成２年10月 子会社宮城ガス株式会社をトーホクガス株式会社に商号変更し、本店を仙台市青葉区に移転

平成３年１月 千葉瓦斯供給センター株式会社（現　平山恒産株式会社）より三和土地建物株式会社（株式会社ク

レックス三和）の全株式を取得

平成３年３月 商号を株式会社クレックスに変更

平成３年３月 札幌地区のＬＰガス販売に関する営業の全部を子会社札幌ガス株式会社に譲渡

平成３年４月 本店を千葉市加曽利町（現　千葉市若葉区）に移転

平成３年４月 子会社菱都ガス株式会社より簡易ガス事業に関する営業の全部を譲受け、同社解散

平成３年４月 子会社三和土地建物株式会社を株式会社クレックス三和に商号変更

平成３年６月 子会社菱総ガス株式会社を合併し、同社を解散

平成４年７月 埼玉県蓮田市に埼玉営業所を設置

平成５年９月 当社のお客様数30,000件達成

平成６年11月 子会社株式会社クレックス三和の本店を仙台市青葉区に移転

平成９年６月 当社のお客様数40,000件達成

平成９年７月 栃木県宇都宮市に宇都宮営業所を設置

平成11年５月 長野県長野市に長野営業所を設置

平成12年３月 日本証券業協会に株式を店頭登録

平成12年４月 当社のお客様数50,000件達成

平成13年４月 当社の100％出資会社である子会社株式会社三浦商亊プロパンセンター（千葉県習志野市）を設立

平成13年６月 福島県福島市に福島営業所を設置

平成13年９月 群馬県高崎市に群馬営業所を設置

平成13年12月子会社株式会社三浦商亊プロパンセンターを常総ガス株式会社に商号変更し、本店を茨城県ひたち

なか市に移転
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年　月 事　　　　　　　　　項

平成14年１月

平成14年５月

栃木県小山市に小山営業所を設置

当社のお客様数60,000件達成

平成15年２月 茨城県ひたちなか市に水戸営業所を設置

平成15年７月

平成16年３月

当社の66.7％出資会社である子会社フクシマガス株式会社（福島県会津若松市）を設立

当社のお客様数70,000件達成

平成16年10月フクシマガス株式会社の株式33.3％を取得し当社の出資比率100％

平成16年12月日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場

平成17年２月 山梨県甲府市に甲府営業所を設置

平成17年10月当社のお客様数80,000件達成 

平成18年９月 子会社杉野石油ガス株式会社（千葉県南房総市）を設立

平成18年10月埼玉県行田市に熊谷営業所を設置

平成19年１月 フクシマガス株式会社をトーホクガス株式会社に吸収合併

平成19年１月 福島営業所、郡山営業所、いわき営業所のＬＰガス販売部門を会社分割し、トーホクガス株式会社へ

統合

平成19年12月株式会社藤森プロパン商会（長野県安曇野市）の全株式を取得

平成20年４月 当社グループのお客様200,000件達成

平成20年６月 栃木県那須塩原市に那須塩原営業所を設置

平成20年10月当社のお客様数90,000件達成

平成21年４月 当社長野県松本地区のＬＰガス販売部門を会社分割し、子会社 株式会社藤森プロパン商会へ統合

平成21年４月 株式会社旭商会（青森県八戸市）の株式92.5％を取得

平成21年10月株式会社クレックス三和をトーホクガス株式会社に吸収合併

平成22年２月 株式会社旭商会の株式7.5％を取得し当社の出資比率100％

平成22年３月 当社のお客様100,000件達成

平成22年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（現　大阪証

券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場

平成22年８月

平成22年８月　

茨城県つくば市につくば営業所を設置

杉野石油ガス株式会社の株式10％を取得し当社の出資比率100％　

平成22年10月トーホクガス株式会社青森県八戸地区のＬＰガス販売部門を会社分割し、子会社株式会社旭商会へ

統合
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３【事業の内容】

当社グループは、当社および連結子会社６社、関連会社１社、その他の関係会社１社より構成されており、事業はＬ

Ｐガス、ガス器具、灯油の販売を主にこれに附帯する工事、器具修理等を行っているほか、不動産賃貸およびその管理

等を行っております。

なお、当社グループはガス事業のみの単一セグメントであります。

当社および関係会社の取扱商品等に係る位置づけの概要は、次のとおりであります。

セグメントの名称 取 扱 商 品 等 主 要 な 会 社

ガス事業

ＬＰガス、ガス器具、灯油、

ガス工事、器具修理等

当社、トーホクガス㈱、札幌ガス㈱、

㈱藤森プロパン商会、㈱旭商会、

杉野石油ガス㈱、常総ガス㈱、宮城ガス㈱

不動産の賃貸、管理等
当社、トーホクガス㈱、札幌ガス㈱、

平山恒産㈱

　当企業集団の取引を図示しますと次のとおりとなります。

　（注）無印　連結子会社

※１　関連会社で持分法非適用会社

※２　その他の関係会社

※３　杉野石油ガス㈱については、当連結会計年度において当社が同社の株式10％を取得し、当社の出資比率

100％となりました。
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４【関係会社の状況】

(1）連結子会社

名　称 住　所
資本金
(百万円)

主要な事
業の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容 主要な損益情報等
(百万円)

(1）売上高
(2）経常利益
(3）当期純利益
(4）純資産額
(5）総資産額

役員の兼任

資金援助
営業上
の取引

設備の
賃貸借当社役員

（名）

当社
従業員
（名）

トーホクガス

㈱

仙台市

青葉区
98 ガス事業 100 4 －

融資

1,898百万円

債務保証

670百万円

当社よりＬ
Ｐガスおよ
び器具販売

賃貸不動産
の仲介およ
び管理の委
託　

－

(1)　5,591

(2）　 322

(3） 　179

(4） 1,095

(5)　5,331

札幌ガス㈱
札幌市

厚別区
98 ガス事業 100 4 －

融資

1,672百万円

債務保証

129百万円

当社よりＬ

Ｐガスおよ

び器具販売

－

(1） 3,000

(2） △121

(3）  △20

(4） △100

(5） 4,196

㈱藤森プロパ

ン商会

長野県

安曇野市
50 ガス事業 100 4 1

債務保証

77百万円

当社よりＬ

Ｐガスおよ

び器具販売

－ －

㈱旭商会
青森県

八戸市
11 ガス事業 100 3 －

融資

138百万円

当社よりＬ

Ｐガスおよ

び器具販売

－ －

杉野石油ガス

㈱

千葉県

南房総市
30ガス事業 100 5 －

融資

18百万円

当社よりＬ

Ｐガスおよ

び器具販売

－ －

常総ガス㈱

茨城県

ひたちなか

市

40ガス事業 100 5 － －

当社よりＬ

Ｐガスおよ

び器具販売

－ －

　（注）１．「主要な事業の内容」欄にはセグメントの名称を記載しております。

２．上記子会社のうち有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

３．トーホクガス㈱、札幌ガス㈱については、売上高（連結会社間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める

割合がそれぞれ100分の10を超えておりますので、特定子会社に該当します。

４．札幌ガス㈱は、債務超過会社で債務超過の額は、平成23年３月末時点で100百万円となっております。

(2）その他の関係会社

名　称 住　所
資本金
（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の被
所有割合
（％）

関係内容
役員の兼任

資金援助 取引内容当社役員
（名）

当社従業員
（名）

平山恒産㈱ 千葉県船橋市 10不動産賃貸 31.05 2 － － 家賃の支払い
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

ガス事業  215

　（注）上記の他に、準社員91名がおります。

(2）提出会社の状況

 平成23年３月31日現在

区　　分 従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

正社員 80 38.8 10.6 4,794

専門職社員 28 60.1 5.1 2,604

合計または平均 108 44.4 9.2 4,226

セグメントの名称 従業員数（人）

ガス事業  108

　（注）１．平均年間給与は、基準外賃金および賞与を含んでおります。

２．上記の他に、準社員43名がおります。

３．従業員数には、受入出向社員38名が含まれております。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国の好調な経済を背景とする世界経済の回復基調の中にあって、政

府の経済対策の効果、企業収益の改善等景気の回復の兆しが見られたものの、雇用・所得環境は依然厳しい状況が

続き、個人消費は低調に推移しました。また、当連結会計年度後半には、急激な円高の進行、原油価格の高騰が進み、

さらには、東日本大震災の発生により、経済環境の先行きの不透明感が増しております。

このような経済環境を背景にＬＰガス業界におきましても、家庭用分野にてエネルギー間競争が激しさを増して

おり、また、個人消費の減退に伴うガス消費量の節約・減少により需要面では厳しい環境となりました。

以上のような状況のもと、当社グループでは、引き続き新たなお客様の獲得に注力し、当連結会計年度末における

お客様件数は、グループ全体で、前連結会計年度末に比べ4.4％増加しました。

この結果、売上高は15,780百万円となり、前連結会計年度に比べて2.5％の増加となりました。

利益につきましては、前連結会計年度に比べてガス仕入価格が上昇したことを主な要因として、売上総利益は

4,711百万円（前連結会計年度比0.5％減）、営業利益は1,730百万円（同8.6％減）、経常利益は1,641百万円（同

8.8％減）、当期純利益は919百万円（同3.7％増）となりました。

なお、当社グループはガス事業のみの単一セグメントであります。

また、今回の東日本大震災により当社グループにおいて東北地方から関東地方の太平洋沿岸地域の一部のお客様

に提供しているガス供給設備が、主に津波の影響により流出、損傷等の損害が発生しましたが、当連結会計年度にお

ける業績への影響は軽微であります。

(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ107百万円減少

し、603百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は2,562百万円（前連結会計年度比13.8％減）となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純利益1,745百万円および資金の収支を伴なわない減価償却費1,747百万円の計

上と法人税等の支払894百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は1,247百万円（前連結会計年度比4.2％減）となりました。

　これは主に、ガス供給設備等の有形固定資産の取得による支出1,498百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は1,422百万円（前連結会計年度比23.8％減）となりました。

　これは主に、短期借入金の純増1,169百万円、割賦資産長期未払金の増加107百万円と長期借入金の返済1,222百

万円、割賦資産長期未払金の支払1,384百万円によるものです。
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２【販売、原価の状況】

(1）販売方法

①　ＬＰガスの販売は、集合住宅を中心とした家庭用および業務用に販売いたします。また、物流面では、タンクロー

リー車により、他業者の充填基地の貯蔵タンクに受け入れ、当社グループまたは他業者の容器に充填して、直接消

費者に届けております。

②　ガス器具の販売は、消費者への直売であります。また、物流面では、当社グループの倉庫から直接消費者に届けて

おります。

③　灯油の販売は、消費者への直売であります。物流面では、他業者の灯油基地から直接消費者に届けております。

(2）販売実績

　　当社グループは、ガス事業のみの単一セグメントであり、当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

前連結会計年度比（％）

ガス事業（百万円） 15,780 2.5

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）原価実績

　当社グループは、ガス事業のみの単一セグメントであり、当連結会計年度の原価実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

前連結会計年度比（％）

ガス事業（百万円） 11,069 3.8

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

　当社グループの現状の認識と当面の対処すべき課題

お客様数25万件の達成と安全かつ安定したガスの供給を目指し、平成23年度は「実行」をスローガンとして掲げま

した。引き続き厳しい経営環境の下、当社グループは一丸となって目標達成に向け妥協することなく、以下の課題を

「実行」してまいります。

(1）お客様数の増加を図るために、次の取り組みを強化します。

①技術力の向上、新築物件・建替え物件情報の提供等を通じてハウスメーカー、不動産管理会社等とのギブアンド

テイクのパートナーシップの一層の強化を図ります。

②ガス業界の厳しい経営環境から、引き続き業界再編成が進むものと思われますが、投資効率を重視しつつ積極的

にＭ＆Ａに取り組んでいきます。

(2）ローコスト経営を目指し、徹底した合理化・効率化等による生産性の向上を図り、収益力の向上を目指します。

(3）安全・保安の確保を最優先課題として捉え、人材の育成、技術力の向上等に注力し安全・保安管理体制の一層の

充実に努めます。

(4）お客様ニーズの多様化に対応するとともに、付加価値の高いサービスを提供することによりお客様の期待にお応

えしてまいります。

以上の課題への取り組みにより当社グループは確固たる経営基盤を築き、高成長、高収益性の持続をもって、さらな

る飛躍を期す所存でございます。
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４【事業等のリスク】

当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）経営成績の季節的変動について

　当社グループの主力商品でありますＬＰガスにつきましては、需要が冬期に集中していることから、売上高、営業

損益が第４四半期に偏る傾向があります。また、猛暑、冷夏、暖冬など気候要因によっても需要が変動いたします。気

候の変動があった場合には、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2）新たなお客様の開拓がハウスメーカー等へ依存していることについて

　当社グループの新たなお客様の開拓にあたっては、その多くをハウスメーカーやマンション建設会社より紹介を

受けております。そのため、当社グループ営業地域での新規住宅着工件数動向のほかに、紹介をうけているハウス

メーカー等の受注動向や営業方針が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3）ＬＰガスの輸入価格が販売価格に与える影響について

　当社グループの主力商品でありますＬＰガスは、その80％以上を中東諸国からの輸入に依存しており、なかでもサ

ウジアラビアからの輸入が最も多く、輸入価格は、同国のＬＰガス輸出会社であるサウジアラムコの発表するコン

トラクトプライス（ＣＰ）が基準となっております。ＬＰガスの仕入価格は、ＣＰおよび為替の変動により影響を

受けますが、仕入価格の上昇を販売価格に転嫁するのにタイムラグが生じるため、当社グループの業績は、ＣＰおよ

び為替の変動による影響を受ける可能性があります。

　

５【経営上の重要な契約等】

　当社グループが締結しているＬＰガス仕入れに関する主な契約は、次のとおりであります。

契約会社名 相手先 契約内容 契約期間

株式会社クレックス（当社

）

アストモスエネルギー株式

会社

液化石油ガスおよび関連機

器類の販売に関する事項

（販売特約店契約）

昭和51年２月１日から自動

更新

　（注）当社グループのＬＰガス仕入れに関しては、アストモスエネルギー株式会社との間で、「液化石油ガス及び関連機

器類の販売に関する販売特約店契約」を昭和51年２月に締結し、ほぼ全量を同社より仕入れております。

同社では、安定供給のため、輸入先の分散を図るとともに、輸入基地も国内に９ヶ所を保有し、供給体制が整備さ

れています。さらに、万一の事態に備え、同業他社とのＬＰガスの流通体制や輸入船・輸入基地の相互利用を進め

ております。

当社グループは、今後も同社からの全量仕入取引を継続する方針であります。

　

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針および見積り

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたりましては、経営者による会計方針の採用や資産・負債および収益・費

用の計上ならびに開示に関する経営者の見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等

を勘案して合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異な

る場合があります。

　当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

　当連結会計年度の経営成績について、下記のとおりであります。

　なお、一般情勢、ＬＰガス業界の動向につきましては、「第２　事業の状況　１．業績等の概要」に記載しておりま

すのでご参照ください。

①　売上高

　当社グループの主要商品でありますＬＰガスの売上高は、お客様数の増加と密接な関係があることから集合住

宅分野を中心に新たなお客様を獲得するために、大手ハウスメーカーと緊密な関係を構築し、さらに、アパート等

のオーナー、管理会社を含め信頼関係を確固たるものとすべく注力致しました。この結果、お客様数が前連結会計

年度末に比べ4.4％増加致しました。

　ＬＰガスの販売数量は、お客様数の伸びを主な要因として前連結会計年度比2.5％の増加となりました。

　上記の結果、当連結会計年度における売上高は384百万円増加し15,780百万円（前連結会計年度比2.5％増）と

なりました。

②　営業利益、経常利益および当期純利益

　原価面ではＬＰガスの仕入価格上昇により、売上原価は前連結会計年度に比べ408百万円増加し11,069百万円

（前連結会計年度比3.8％増）となりました。

　販売費及び一般管理費は、相対的に増加を圧縮するも、人件費の増加等から、前連結会計年度に比べ138百万円増

加し2,981百万円（前連結会計年度比4.9％増）となりました。

　この結果、当連結会計年度の営業利益は1,730百万円（前連結会計年度比8.6％減）、経常利益は1,641百万円

（同8.8％減）および当期純利益は919百万円（同3.7％増）となりました。

　

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループの主力商品であります家庭用・業務用ＬＰガスの消費量に影響を与える要因としては、直接的な要

因である厳冬、暖冬等の気候要因のほかに、近時は電力等の競合エネルギーの普及があげられます。その他、当社グ

ループの新たなお客様の増加に繋がる新設住宅着工戸数の動向も間接的な要因としてあげられます。

　また、ＬＰガスは総需要量の80％以上を輸入に依存しており、かつ価格はサウジアラビアのＬＰガス輸出会社であ

りますサウジアラムコの発表するコントラクトプライス（ＣＰ）が基準となっております。このため、中東諸国を

中心としたＬＰガス輸出国の動静や他のＬＰガス輸入国での需要動向など国際市場の情勢や為替相場が、仕入価格

へ影響を与える要因となります。　
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(4) 資本の財源および資金の流動性についての分析

①　キャッシュ・フロー

　当連結会計年度においては、新たなお客様へのガス供給設備など固定資産の取得を主に投資活動において1,247

百万円の資金需要が発生しました。また、短期借入金の増加、長期借入金の返済および長期未払金の減少など財務

活動において1,422百万円の資金を使用しました。

　この財源として、税金等調整前当期純利益1,745百万円および減価償却費1,747百万円および法人税等の支払894

百万円など営業活動により得られた資金2,562百万円を充当しました。

　なお、各キャッシュ・フローの詳細については「第２　事業の状況　１．業績等の概要　（2）キャッシュ・フ

ロー」に記載しております。

②　財政状態

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ512百万円減少し16,500百万円となりました。こ

のうち流動資産は、49百万円増加し2,855百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、商品の増加と現

金及び預金の減少によるものです。固定資産は561百万円減少し13,645百万円となりました。これは主に、のれん、

機械装置及び運搬具の減少によるものです。

　負債合計は、1,275百万円減少し9,517百万円となりました。このうち、流動負債は508百万円増加し6,450百万円

となりました。これは主に、短期借入金の増加と１年内返済予定の長期借入金および未払金の減少によるもので

す。固定負債は1,783百万円減少し3,066百万円となりました。これは主に、長期借入金および長期未払金の減少に

よるものです。

　純資産につきましては763百万円増加し6,983百万円となりました。これは主に、当期純利益による利益剰余金の

増加によるものです。

(5) 戦略的現状と見通し

　当社グループは、平成18年度より創業55周年にあたる当連結会計年度において、お客様数25万件の達成を目標に中

期計画「５５２５」に取り組んでまいりました。しかしながら、新設住宅着工戸数の減少等の影響により目標未達

となったことから、平成24年３月期中に達成すべく同計画を１年間延長しました。

　引き続きローコスト経営と効率的な設備投資に徹し、高成長性、高収益性の堅持に向けたＬＰガス供給業者として

の地位を築いてまいります。なお、具体的な取り組みについては、「第２　事業の状況　３．対処すべき課題」に記載

しております。

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループを取り巻く環境は、消費節約などにより需要が伸び悩むなか、競合エネルギー間の競争激化やＬＰガ

ス輸入価格の乱高下による仕入コストの先行きの不透明感など、今後も厳しい状況が続くものと予想されます。

　このような環境のなか当社グループは、以下の基本認識に立ち、成長を持続し社会の要請に対応していく所存で

す。

　第一に、安全性の重視、即ち保安の確保です。「保安なくして繁栄なし」のスローガンのもと、社員一人ひとりが常

に保安を意識して行動してまいります。

　第二に、規律を基本とする行動です。即ちコンプライアンスを前提として仕事と自分自身を律してまいります。

　第三に、健全な姿での成長です。成長に際して健全な利益を継続してあげられる体質となることです。そのために

は、ローコスト経営、生産性の向上、効率的な投資活動が不可欠と考えております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループは、売上の増強および販売競争の激化に対処するため、総額1,483百万円の設備投資を実施しました。

その主なものは、ＬＰガス供給のための配管設備に1,303百万円の設備投資を実施しました。

また、賃貸用土地・賃貸用建物を取得するため135百万円の設備投資を実施しました。

２【主要な設備の状況】

当社グループ（当社および連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社
 （平成23年３月31日現在）

事 業 所 名
（所在地）

セグメン
ト
の名称

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）

建物及び
構築物
（百万円）

機械装置及
び運搬具
（百万円）

土地
（百万円）
（面積㎡）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

千葉営業部（千葉市若葉区）

関東営業部（宇都宮市石井町）　

甲信営業部（長野市神明）

　

　計３営業部19拠点

ガス事業

ＬＰガス

配管設備
33 2,895

126

(5,380)
101 3,157

151

賃貸用土地

賃貸用建物
271 －

609

(13,293)
－ 881

 

(2）国内子会社
 （平成23年３月31日現在）

会　社　名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）

建物及び
構築物
（百万円）

機械装置及
び運搬具
（百万円）

土地
（百万円）
（面積㎡）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

トーホクガス㈱

仙台営業所

(仙台市青葉区)

他東北地区11拠点

ガス事業

ＬＰガス

配管設備
89 1,556

180

(2,203)
27 1,853

102
賃貸用土地

賃貸用建物
947 －

1,712

(31,535)
－ 2,659

札幌ガス㈱
 札幌営業所

(札幌市厚別区)
ガス事業

ＬＰガス

配管設備
17 2,983

3

(61)
151 3,155

29賃貸用土地

賃貸用建物

　
118 －

97

(2,313)
－ 216

㈱藤森プロパン商会
安曇野営業所

(長野県安曇野市)
ガス事業

ＬＰガス

配管設備
16 126 － 7 150 15

㈱旭商会
八戸営業所

(青森県八戸市)
ガス事業

ＬＰガス

配管設備
21 35

13

(749)　
2 73 6

杉野石油ガス㈱
南房総営業所

(千葉県南房総市)
ガス事業

ＬＰガス

配管設備
0 2 － 0 2 3

（注）１．帳簿価額のうち、その他は、器具・備品であり、建設仮勘定を含んでおります。なお、金額には、消費税等（建

設仮勘定を除く）を含めておりません。

２．上記従業員数には準社員（㈱クレックス43名、トーホクガス㈱35名、札幌ガス㈱８名、㈱藤森プロパン商会３

名、㈱旭商会１名、杉野石油ガス㈱１名）が含まれております。
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３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気の予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

設備計画は、原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定に当たっては、グループ会議において提

出会社を中心に調整を図っております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等の計画は以下のとおりであります。

(1）重要な設備の新設

会社名
事業所名

所在地
セグメントの
名称

設備の内容
投資予定金額

資金調達方法
着手および完了予定

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

㈱クレックス

千葉営業所他

千葉県
茨城県
埼玉県
栃木県
他

ガス事業

ＬＰガス

配管設備
790 －

自己資金およ

び借入金
Ｈ23.４ Ｈ24.３

賃貸用土地

賃貸用建物
120 －

自己資金およ

び借入金
Ｈ23.４ Ｈ24.３

トーホクガス㈱

仙台営業所他

宮城県
福島県
山形県
他

ガス事業
ＬＰガス

配管設備　
280 －

自己資金およ

び借入金
Ｈ23.４ Ｈ24.３

札幌ガス㈱

札幌営業所
北海道 ガス事業

ＬＰガス

配管設備　
520 －

自己資金およ

び借入金
Ｈ23.４ Ｈ24.３

㈱藤森プロパン商会

安曇野営業所
長野県 ガス事業

ＬＰガス

配管設備　
40 －

自己資金およ

び借入金
Ｈ23.４ Ｈ24.３

㈱旭商会

八戸営業所
青森県 ガス事業

ＬＰガス

配管設備　
20 －

自己資金およ

び借入金
Ｈ23.４Ｈ24.３　

杉野石油ガス㈱　　南

房総営業所
千葉県 ガス事業

ＬＰガス

配管設備　
10 －

自己資金およ

び借入金
Ｈ23.４Ｈ24.３　

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　

(2）重要な設備の改修

当連結会計年度末現在における重要な設備の改修の計画はありません。

(3）重要な設備の売却

当連結会計年度末現在における重要な設備の売却の計画はありません。

(4）重要な設備の除却

当連結会計年度末現在における重要な設備の除却の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　　　類 発行可能株式総数（千株）

　　　　　　　　　普通株式 40,000

計 40,000

②【発行済株式】

種　類
事業年度末現在発行数

（千株）
（平成23年３月31日）

提出日現在発行数
（千株）

（平成23年６月29日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 14,416 14,416

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数1,000株

計 14,416 14,416 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年 月 日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高（千
株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額（百万
円）

資本準備金残
高（百万円）

平成17年５月20日

（注）
7,208 14,416 － 582 － 411

（注）平成17年２月21日開催の取締役会決議により、平成17年５月20日付の株式１株につき２株の株式分割により、会

社が発行済株式総数は7,208千株増加し14,416千株となっております。

 

（６）【所有者別状況】

　 平成23年３月31日現在

区　分

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 単元未満
株式の状
況
（千株）

政府および

地方公共団

体

金融機関
金融商品取

引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数
（人）

－ 9 5 20 － － 291 325 －

所有株式数

（単元）
－ 649 13 6,029 － － 7,70014,391 25

所有株式数
の割合
（％）

－ 4.51 0.09 41.89 － － 53.51100.00 －

（注）自己株式222,870株は、「個人その他」に222単元および「単元未満株式の状況」に870株含めて記載しておりま

す。
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（７）【大株主の状況】

 平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住　　　　所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

平山恒産株式会社 千葉県船橋市古作四丁目12番21号 4,400 30.52

平山　大志 千葉県船橋市 1,844 12.79

平山　貞夫 千葉県船橋市 1,714 11.89

平山　立志 東京都品川区 1,350 9.36

平山　睦子 千葉県船橋市 1,000 6.94

アストモスエネルギー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 531 3.68

有限会社大恒 千葉県船橋市古作四丁目12番21号 400 2.77

有限会社三恒 千葉県船橋市古作四丁目12番21号 400 2.77

株式会社千葉興業銀行 千葉市美浜区幸町二丁目１番２号 316 2.19

クレックス役員持株会 千葉市若葉区加曽利町690番地 287 1.99

計 ──── 12,243 84.93

 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】 平成23年３月31日現在

区　　　　分 株式数（千株） 議決権の数（個） 内　　容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　 222 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 14,169 14,169 －

単元未満株式 普通株式 　　  25 － －

発行済株式総数 14,416 － －

総株主の議決権 － 14,169 －

 

②【自己株式等】 平成23年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（千株）

他人名義所有
株式数（千株）

所有株式数の
合計（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社クレックス
千葉市若葉区加曽利町

690番地
222 － 222 1.54

計 － 222 － 222 1.54

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（３）【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】

区　　　　　　　分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 － －

当期間における取得自己株式 200 180,000

　（注）１．会社法第155条７号に規定する単元未満株式の買取請求による取得であります。

２．当期間における取得自己株式には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。

　

（４）【取得自己株式の処理状況および保有状況】

区　　　　　　分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 222,870 － 223,070 －

（注）　当期間における保有自己株式数には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。剰余金の配当につきまして

は、配当性向を考慮しつつ、業績の進展状況および今後の事業展開と経営体質の強化のための必要な内部留保の確保

等を勘案し、積極的に利益還元に取組んでいく方針であります。

　当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。期末配当の決定機関は、株主総会

であります。

　当事業年度の配当金につきましては、上記方針および当事業年度が当社グループ創立55周年に当たることから普通

株式１株当たり記念配当５円50銭含め、15円50銭の配当を実施することに決定致しました。この結果、当事業年度の配

当性向は36.4％となりました。

　なお、内部留保致しました資金については、ガス供給設備の増強のための設備投資資金等に充当し、今後の事業拡大

に努めていきたいと考えております。

　当社では、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当をおこなうことができる。」旨を定款に

定めております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金総額
（百万円）

１株当たりの配当金
（円）

平成23年６月29日
　定時株主総会

219 15.50

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回　次 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高（円） 899 890 800 850 1,000

最低（円） 631 555 380 635 760

　（注）最高・最低株価は、平成22年４月１日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものであり、平成22年10月12日よ

り大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。それ以前はジャスダック証券取引所

におけるものであります。　

　

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月　別 平成22年10月平成22年11月平成22年12月平成23年１月 平成23年２月 平成23年３月

最高（円） 860 900 910 850 865 1,000

最低（円） 815 843 760 789 822 870

　（注）最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、そ

れ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものであります。　
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５【役員の状況】

役　名 職　名 氏　名 生年月日 略　　　　　　歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役
会長

 平山　貞夫 昭和12年１月12日生

昭和47年２月当社入社

昭和53年２月当社取締役営業部長

昭和54年５月当社代表取締役専務

昭和58年２月当社代表取締役社長

平成元年２月 当社代表取締役会長（現任）

(注)５ 1,714

代表取締役
社長

 有倉　康仁 昭和22年10月９日生

昭和45年４月三菱液化ガス株式会社（現　アストモ
スエネルギー株式会社）入社

平成８年３月 同社取締役

平成15年３月同社常務取締役

平成17年３月同社専務取締役

平成20年４月当社執行役員副社長

平成20年６月当社代表取締役社長（現任）

平成20年６月杉野石油ガス株式会社代表取締役
（現任）

平成23年３月　札幌ガス株式会社代表取締役社長
（現任）

(注)５ 10

代表取締役
副社長

　
 小野　和一 昭和25年６月17日生

昭和49年３月当社入社

平成元年４月 当社営業部長

平成４年10月当社取締役営業一部長

平成７年４月 当社取締役社長室長

平成10年６月当社取締役経営企画室長

平成12年６月当社取締役管理部長

平成16年10月当社常務取締役管理本部長

平成19年６月常総ガス株式会社代表取締役 (現任)

平成20年６月当社専務取締役

平成20年６月株式会社藤森プロパン商会代表取締役
 (現任)

平成23年６月当社代表取締役副社長 (現任)

(注)５ 47

常務取締役  安東　英雄 昭和23年５月11日生

昭和54年12月当社入社

平成元年４月 当社開発部長

平成７年６月 当社取締役営業部長兼千葉支店長

平成７年10月当社取締役営業一部長兼千葉支店長

平成14年６月当社取締役営業部長

平成16年10月当社常務取締役営業副本部長

平成18年４月当社常務取締役営業本部長

平成19年６月当社常務取締役 (現任)

平成19年６月トーホクガス株式会社代表取締役社長

（現任）

平成19年６月宮城ガス株式会社代表取締役（現任）

(注)５ 20

常務取締役 営業部長 小窪　和彦 昭和23年９月８日生

昭和42年４月株式会社千葉興業銀行入行

平成13年５月当社へ出向

平成17年４月当社執行役員千葉支店長

平成18年４月当社執行役員千葉営業部長

平成18年６月当社取締役千葉営業部長兼千葉支店長

平成19年11月

平成22年６月　

当社取締役千葉営業部長

当社常務取締役千葉営業部長（現任）

(注)５ 6

　

EDINET提出書類

株式会社クレックス(E03334)

有価証券報告書

21/87



役　名 職　名 氏　名 生年月日 略　　　　　　歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役
新規事業
開発部長

武田　武 昭和23年５月31日生

昭和46年４月株式会社千葉興業銀行入行

平成13年６月同行執行役員

平成15年６月ちば興銀ユーシーカード株式会社代表
取締役社長

平成18年６月ちば興銀ビジネスサービス株式会社代
表取締役社長

平成19年７月当社執行役員管理部長

平成19年11月当社執行役員千葉支店長

平成20年６月当社取締役千葉支店長

平成22年10月当社取締役新規事業開発部長（現任）

(注)５ 5

取締役 監査部長 森　定三 昭和22年７月27日生

昭和41年４月千葉県警察官拝命

平成17年２月千葉県成東警察署長

平成19年３月株式会社イオン関東カンパニー保安部
長

平成20年３月

平成21年６月　

平成21年10月 

当社執行役員内部監査室長

当社取締役内部監査室長　

当社取締役監査部長（現任）

(注)５ 5

取締役
管理部長兼
経営企画室長

　
平山　大志 昭和51年２月７日生

平成８年２月

平成18年４月　

当社入社

当社経営企画室長　

平成21年４月

平成22年５月　

平成23年６月 

当社管理部長　

当社執行役員管理部長兼経営企画室長

　

当社取締役管理部長兼経営企画室長
（現任）

(注)５ 1,844

常勤監査役  吉田　紀 昭和15年11月10日生

昭和49年３月当社入社

昭和61年７月当社取締役総務部長

平成３年４月 当社取締役経営企画室長

平成９年８月 当社取締役管理部長

平成12年６月当社常勤監査役（現任）

(注)６ 61

監査役  津野　廣明 昭和11年10月４日生

昭和51年７月東京国税局退職

昭和51年９月津野税務会計事務所所長（現任）

昭和60年２月当社監査役

平成９年１月 当社監査役退任

平成12年６月当社監査役（現任）

(注)６ 23

監査役  岡　　淳 昭和18年９月19日生 

昭和41年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みず
ほ銀行）入行

平成８年５月 株式会社千葉興業銀行入行

平成８年６月 同社取締役

平成13年６月同社常勤監査役

平成15年６月ちば興銀ビジネスサービス株式会社代
表取締役社長

平成18年６月当社監査役（現任）

(注)４ 1

    計  3,738

　（注）１．監査役吉田　紀は、代表取締役会長平山貞夫の義弟であります。

　　　　２．取締役平山大志は、代表取締役会長平山貞夫の次男であります。

　　　　３．監査役津野廣明および岡　淳は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　　　　４．平成22年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年。

　　　　５．平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年。

　　　　６．平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、「エネルギーの販売およびサービスをもって社会に貢献する。」との経営理念を掲げて、企業活動を展

開しております。この経営理念の実現に向けて、株主、従業員、お取引先および地域社会等のステークス・ホル

ダーの信頼を得て、企業価値の継続的な向上を図るためには、経営の監視機能の強化と経営における透明性の向

上が、重要な経営課題であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでまいります。

①　企業統治の体制の概要および内部統制システムの整備状況等

イ．企業統治の体制の概要

当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会および監査役会を中心とした統治体制をとっております。

当社の取締役会は８名の取締役によって構成されており、合理的かつ効率的な意思決定をするには適正な規模

と考えております。また、取締役の任期は１年であり、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制になっており

ます。取締役会は原則毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、役員、各部の部長および

主要子会社経営者による幹部会を毎月開催し、諸計画の進捗状況等業務の執行状況の報告および課題等の検討を

行っております。

当社の監査役は３名にて、うち２名が社外監査役であります。監査役会は、原則３ヵ月毎に開催し、必要に応じ

て臨時監査役会を開催しております。

社長直属の内部監査部門である監査部は、当社のみならず主要子会社を、監査の対象にしております。

また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設け、当社のコンプライアンス体制の充実を図っており

ます。

ロ．企業統治の体制・内部統制の関係を図式すると以下のとおりです。

ハ．当該企業統治体制を採用する理由

当社の企業統治は、当社の事業規模、組織構造を勘案した場合、現行の監査役制度を通じて効果的、効率的に実

施されており、監査の独立性と企業統治の効率性を十分達成できる体制であると考えております。

ニ．内部統制システムの整備状況等

内部統制システムにつきましては、会社法に基づき取締役会で決議しました「当社業務の適正を確保する体

制」および金融商品取引法に関して制定しました「財務報告に係る内部統制基本方針」に基づき、監査法人、監

査役とも連携をはかり整備、充実を図っております。

ホ．リスク管理体制の整備状況

当社は、リスク毎に本社主管部を定め、当該部門の担当役員が、個別リスクについての予防・回避、是正措置を

講ずる責任者となる主管部門別リスク管理体制を採っております。

特に、ガスの保安にかかるリスクについては、保安推進室を設置し管理職に対する集合研修、各営業所への保安

教育の実施および検査を行っております。
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②　内部監査および監査役監査の状況

当社は、社長に直結した独立した組織として監査部を置き、部長および部員２名を配し、組織・制度の適応性や運

営状況ならびに業務の執行状況の監査を実施しております。監査部長は、取締役会をはじめとして主要な会議にお

いて監査結果を報告する等、内部管理体制の充実に努めております。

監査役は３名にて、うち２名は社外監査役であります。吉田　紀常勤監査役は、平成９年から平成12年までの３年

間、当社管理部長として決算手続、財務諸表等の作成の責任者であり、津野廣明社外監査役は、税理士の資格を有し、

また、岡　淳社外監査役は、常勤監査役を含め永年金融界における経験がある等、各監査役とも財務および会計に関

する知見を有しております。監査役は、取締役会その他主要な経営に関する会議に出席するとともに取締役等から

の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等をとおし、取締役等の職務執行を十分に監視できる体制となっております。

監査部および監査役は、監査計画および各々実施した監査結果について相互に報告する等、情報を共有するとと

もに、改善策についても意見交換する等、緊密な連携を図っております。

また、監査部、監査役および会計監査人は、必要に応じて適宜打合せ等を開催し、監査方針およびスケジュール、問

題点および課題等についての情報の共有ならびに対策等の協議を行っております。　

③　会計監査の状況

会計監査については、千葉第一監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法に基づく監査を受けております。当

社の会計監査業務を執行した公認会計士は、本橋雄一氏であり、補助者は公認会計士４名、その他２名であります。

また、監査役会は、会計監査人から報告・説明を受け、財務諸表等を検証しております。

なお、顧問弁護士は、ユーカリ総合法律事務所に依頼しており、必要に応じてアドバイスを受けております。

監査法人および弁護士は、ともに当社と人的、資本的または取引関係等、その他の利害関係はありません。

④　社外取締役および社外監査役

当社の社外監査役は２名であります。津野廣明社外監査役は、税理士の資格を有しており、その豊富な専門知識・

経験等から財務の健全性及び透明性等に関する事項につき、また、岡　淳社外監査役は、永年の金融界での経験をと

おしての知識、ノウハウに基づくコーポレート・ガバナンス等に関する事項につき取締役会および監査役会等にお

いて発言および助言をしております。

なお、当社と社外監査役との間には、特段の開示すべき利害関係はありません。また、岡　淳社外監査役を大阪証券

取引所の定めに基づき「独立役員」として、同取引所に届け出ております。

当社は、経営の意思決定機能および業務の執行管理機能を有する取締役会に対し、社外監査役２名を選任するこ

とによる監視機能の強化を図っており、客観的かつ中立の経営監視が機能する体制となっていることから、社外取

締役を選任しておりません。

⑤　役員報酬の内容

イ．当事業年度における当社の取締役、監査役および社外役員に対する役員報酬は、以下のとおりであります。

役員の区分 員数（人） 報酬額（百万円）

取締役（社外取締役は選任していない） ８ 100

監査役（社外監査役を除く） ２ 8

社外役員 ２ 6

合　　計 12 115

（注）１．上記のほか、使用人兼取締役（３名）の使用人分給与（賞与を含む）14百万円を支払っております。

２．上記の取締役および監査役の支給人員は、平成22年６月29日開催の第50回定時株主総会の終結のときをもっ

て退任した取締役１名および監査役１名を含んでおります。

３．基本報酬以外の役員報酬の支払いはありません。

ロ．役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法

役員報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役および監査役の各々について全員の報酬限度額を

決定しておりますが、個々の役員報酬につきましては、報酬額またはその算定方法の決定に関する方針は定め

ておりません。
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⑥　株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額

該当はありません。

ロ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額な

らびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額

　

前事業年度
（百万円）

当事業年度（百万円）

貸借対照表
計上額の合計

貸借対照表
計上額の合計

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 　－ 　－ 　－ － －　

上記以外の株式 412　 389 9 　－ 0

　

⑦　その他 

イ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。

ロ．取締役の選任決議

当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によら

ないものとする旨を定款に定めております。

ハ．取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

ニ．取締役会による取締役および監査役の責任の一部免除の決議

当社は、会社法第426条第１項の規定により取締役会の決議をもって、取締役（取締役であったものを含む。）

および監査役（監査役であったものを含む。）の会社法第423条第１項の賠償責任について、賠償責任額から法令

に定める最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる旨定款に定めております。なお、責任

一部免除の決議ができるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大

な過失がないときに限られます。

これは、取締役および監査役が業務遂行に当たり、その役割を十分に発揮できることを期待することを目的と

するものであります。

ホ．責任限定契約

当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役および補欠監査役と同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結できる旨および当該契約に基づく責任限度額は、同法425条第１項に定める金額とする

旨定款に定めております。ただし、当該責任限定が認められるのは、社外監査役が、責任の原因となった職務の遂

行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

ヘ．自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨

定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものでありま

す。

ト．中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当

を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするもの

であります。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区　　分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 11 － 12 －

連結子会社 － － － －

計 11 － 12 －

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

監査報酬の額の決定方針については定めておりません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表および財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

　

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月

31日まで）および当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の連結財務諸表ならびに前事業

年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）および当事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日

まで）の財務諸表について、千葉第一監査法人により監査を受けております。

　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法

人財務会計基準機構へ加入し会計基準設定主体等の行う研修に参加しております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 724 613

受取手形及び売掛金 1,550 1,614

商品 292 408

貯蔵品 94 71

繰延税金資産 65 63

その他 113 126

貸倒引当金 △35 △42

流動資産合計 2,806 2,855

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 617 595

減価償却累計額 △425 △417

建物及び構築物（純額） ※2
 192

※2
 177

機械装置及び運搬具 19,259 20,078

減価償却累計額 △11,283 △12,535

機械装置及び運搬具（純額） 7,976 7,542

土地 ※2
 337

※2
 337

賃貸用建物 2,645 2,735

減価償却累計額 △1,305 △1,398

賃貸用建物（純額） ※2
 1,340

※2
 1,337

賃貸用土地 ※2
 2,386

※2
 2,416

建設仮勘定 305 279

その他 132 131

減価償却累計額 △120 △120

その他（純額） 11 11

有形固定資産合計 12,549 12,101

無形固定資産

営業権 19 3

のれん 567 495

その他 23 20

無形固定資産合計 609 519

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 420

※1
 397

繰延税金資産 325 315

その他 420 430

貸倒引当金 △117 △118

投資その他の資産合計 1,047 1,025

固定資産合計 14,207 13,645

資産合計 17,013 16,500
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,524 1,605

短期借入金 ※2
 1,006

※2
 2,175

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 1,214

※2
 898

未払法人税等 487 396

賞与引当金 63 61

未払金 1,483 1,190

その他 162 122

流動負債合計 5,941 6,450

固定負債

長期借入金 ※2
 1,548

※2
 693

長期未払金 2,183 1,187

繰延税金負債 6 6

退職給付引当金 31 38

役員退職慰労引当金 193 147

預り敷金及び保証金 885 991

その他 2 3

固定負債合計 4,850 3,066

負債合計 10,792 9,517

純資産の部

株主資本

資本金 582 582

資本剰余金 411 411

利益剰余金 5,380 6,157

自己株式 △168 △168

株主資本合計 6,205 6,983

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 14 0

その他の包括利益累計額合計 14 0

純資産合計 6,220 6,983

負債純資産合計 17,013 16,500
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高 15,396 15,780

売上原価 10,660 11,069

売上総利益 4,735 4,711

販売費及び一般管理費 ※1
 2,842

※1
 2,981

営業利益 1,892 1,730

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 8 10

有価証券売却益 0 －

保険解約返戻金 － 21

雑収入 50 18

営業外収益合計 60 51

営業外費用

支払利息 153 131

雑損失 － 8

営業外費用合計 153 140

経常利益 1,800 1,641

特別利益

固定資産売却益 ※2
 87

※2
 133

特別利益合計 87 133

特別損失

固定資産売却損 ※3
 7

※3
 4

固定資産除却損 ※4
 11

※4
 24

減損損失 ※5
 53 －

特別損失合計 71 29

税金等調整前当期純利益 1,815 1,745

法人税、住民税及び事業税 829 804

法人税等調整額 99 22

法人税等合計 929 826

少数株主損益調整前当期純利益 － 919

当期純利益 886 919
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【連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 919

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △14

その他の包括利益合計 － ※2
 △14

包括利益 － ※1
 905

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 905

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 582 582

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 582 582

資本剰余金

前期末残高 411 411

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 411 411

利益剰余金

前期末残高 4,663 5,380

当期変動額

剰余金の配当 △170 △141

当期純利益 886 919

当期変動額合計 716 777

当期末残高 5,380 6,157

自己株式

前期末残高 △167 △168

当期変動額

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △168 △168

株主資本合計

前期末残高 5,490 6,205

当期変動額

剰余金の配当 △170 △141

当期純利益 886 919

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 715 777

当期末残高 6,205 6,983

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 21 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△6 △14

当期変動額合計 △6 △14

当期末残高 14 0

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 21 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△6 △14

当期変動額合計 △6 △14

当期末残高 14 0
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

純資産合計

前期末残高 5,511 6,220

当期変動額

剰余金の配当 △170 △141

当期純利益 886 919

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 △14

当期変動額合計 708 763

当期末残高 6,220 6,983
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,815 1,745

減価償却費 1,799 1,747

営業権償却 15 15

のれん償却額 71 75

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 7

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 △45

受取利息及び受取配当金 △10 △11

支払利息 153 131

有形固定資産売却損益（△は益） △80 △129

有形固定資産除却損 11 24

減損損失 53 －

投資有価証券売却損益（△は益） 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 1 △63

たな卸資産の増減額（△は増加） 127 △92

仕入債務の増減額（△は減少） 12 104

その他の流動資産の増減額（△は増加） 20 △12

投資その他の資産の増減額（△は増加） △9 2

その他の流動負債の増減額（△は減少） △150 △33

その他の固定負債の増減額（△は減少） 136 106

小計 3,974 3,577

利息及び配当金の受取額 10 11

利息の支払額 △152 △131

法人税等の支払額 △858 △894

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,973 2,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1 －

定期預金の払戻による収入 1 3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 ※2

 △47 －

有形固定資産の取得による支出 △1,403 △1,498

有形固定資産の売却による収入 176 265

無形固定資産の取得による支出 △6 △3

投資有価証券の取得による支出 △22 △1

投資有価証券の売却による収入 1 －

出資金の回収による収入 － 0

貸付による支出及び回収による収入 △0 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,301 △1,247
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △474 1,169

長期借入金の借入れによる収入 800 50

長期借入金の返済による支出 △1,564 △1,222

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △169 △141

割賦資産長期未払金支払額 △1,354 △1,384

割賦資産長期未払金増加額 896 107

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,867 △1,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △195 △107

現金及び現金同等物の期首残高 906 710

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 710

※
 603
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項　　　目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．連結の範囲に関する事

項

連結子会社の数　　　　　　　　　６社

連結子会社名

トーホクガス㈱

札幌ガス㈱

㈱藤森プロパン商会

㈱旭商会

杉野石油ガス㈱

常総ガス㈱

上記のうち㈱旭商会については、当連結

会計年度において当社が同社の株式を取得

したため、連結の範囲に含めております。

また、㈱クレックス三和は、当連結会計年

度において連結子会社のトーホクガス㈱と

合併し解散いたしました。

連結子会社の数　　　　　　　　　６社

連結子会社名

トーホクガス㈱

札幌ガス㈱

㈱藤森プロパン商会

㈱旭商会

杉野石油ガス㈱

常総ガス㈱

 

２．持分法の適用に関する

事項

　関連会社宮城ガス㈱は、当期純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しております。

　　　　　　　　同　左

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同　左

４．会計処理基準に関する

事項

イ　有価証券

その他有価証券

イ　有価証券

その他有価証券

(1）重要な資産の評価基

準および評価方法

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

時価のあるもの

同　左

 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同　左

 ロ　たな卸資産

商品

ガスは総平均法による原価法

ガス器具は個別法による原価法

ロ　たな卸資産

商品

同　左

 貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同　左

 　貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定しており

ます。

同　左
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項　　　目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法

イ　有形固定資産

　減価償却の方法は、以下のとおりであり

ます。

　建物及び賃貸用建物　　定額法

　機械装置及び運搬具　　定率法

　その他　　　　　　　　定率法

イ　有形固定資産

同　左

 　なお、主な耐用年数は、次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 ７年～38年

機械装置及び運搬具 ４年～13年

賃貸用建物 10年～47年

 

 　また、取得価額10万円以上20万円未満の

減価償却資産については、３年間で均等

償却しております。

 

 ロ　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(5年)に基

づく定額法を採用しております。

　また、営業権については５年間で均等償

却しております。

ロ　無形固定資産

同　左　　

(3）重要な引当金の計上

基準

イ　貸倒引当金

　売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同　左

 ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

連結会計年度の負担額を計上しておりま

す。

ロ　賞与引当金

同　左

 ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、退職給

付会計に関する実務指針（会計制度委員

会報告13号）に定める簡便法により、当

連結会計年度末における自己都合退職に

よる期末要支給額の100％から年金資産

を控除した額を計上しております。

ハ　退職給付引当金

同　左

 ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職に際し支給する退職金に充

てるため、内規に基づく期末現在の要支

給額を計上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

同　左

(4）のれんの償却方法お

よび償却期間

─────── のれんについては10年間の定額法により

償却を行なっております。

(5）連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲

─────── 手許現金、随時引出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

(6）その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

 

消費税等の会計処理

同　左
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項　　　目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項

　連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

───────

６．のれんおよび負ののれ

んの償却に関する事項

のれんについては10年間の定額法により

償却を行なっております。

───────

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

　手許現金、随時引出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

───────

　

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

─────── （資産除去債務に関する会計基準等の適用）

　　 　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益および税

金等調整前当期純利益に与える影響はありません。

─────── （企業結合に関する会計基準等の適用）

　 　当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企

業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に

関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26

日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」

（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月

26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16

号平成20年12月26日公表分）および「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで固定負債のその他に含めて表示して

おりました「預り敷金及び保証金」は、当連結会計年度に

おいて負債および純資産の合計額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「預り敷金及び保証金」は738百

万円であります。　

───────　

───────　 （連結損益計算書）

　当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５

号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目

で表示しております。

【追加情報】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

─────── （包括利益の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」および

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」および「評価・換算差額等合

計」の金額を記載しております。

【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

※１　関連会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。

※１　関連会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券 7 百万円 投資有価証券 7 百万円

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務は、次の　　

とおりであります。

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務は、次の　　

　とおりであります。

（担保資産）  （百万円）

建物 10　

土地 60　

賃貸用建物 410　

賃貸用土地 743　

合　計 1,224　

（担保資産）  （百万円）

建物 9　

土地 60　

賃貸用建物 248　

賃貸用土地 643　

合　計 961　

（担保付債務）  （百万円）

短期借入金 361　

１年以内返済予定長期借入

金

341
　

長期借入金 852　

合　計 1,554　

（担保付債務）  （百万円）

短期借入金 540　

１年以内返済予定長期借入

金

433
　

長期借入金 359　

合　計 1,332　
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額　

　は、次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額　

　　は、次のとおりであります。

　 　（百万円）
給与・賞与 1,024　
賞与引当金繰入額 63 
退職給付費用 21 

　 　（百万円）
給与・賞与 1,043　
賞与引当金繰入額 61 
退職給付費用 25 

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

　 　（百万円）

機械装置及び運搬具 86　

賃貸用土地 0　

　合　計 87　

　 　（百万円）
建物及び構築物 0　
機械装置及び運搬具 129　
賃貸用土地 3　
賃貸用建物 0　

　合　計 133　

※３　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

　 　（百万円）

機械装置及び運搬具 1　

賃貸用建物 6　

　合　計 7　

機械装置及び運搬具 4 百万円

※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 11百万円 　 　（百万円）

建物及び構築物 2　

機械装置及び運搬具 22　

その他 0　

　合　計 24　

※５　減損損失

　当社グループは、賃貸不動産について、個別物件を単

位として資産グループとしております。

　賃貸不動産に係る賃料水準および地価の継続的な下

落により、当社グループは当連結会計年度において、収

益性が著しく低下した以下の賃貸不動産３件の帳簿価

額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失53

百万円として特別損失に計上いたしました。 

───────　

場　所 用途 種類
減損損失
(百万円)

株式会社クレックス

福島県いわき市
他２件

 賃貸

アパート

賃貸用土地

賃貸用建物

9

43

合　計   53

　なお、回収可能価額は、路線価等を基に算定した正味

売却価額によっております。

　

　

（連結包括利益計算書関係）

　当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

　 （百万円）

親会社株主に係る包括利益 879

少数株主に係る包括利益 －

計 879

　

※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

　 （百万円）

その他有価証券評価差額金 △6

計 △6　
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 14,416 － － 14,416

合　　　計 14,416 － － 14,416

自己株式     

普通株式 221 1 － 222

合　　　計 221 1 － 222

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

取得によるものです。

　

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基 準 日 効力発生日

平成21年６月29日

定時株主総会
普通株式 170 12.00平成21年３月31日平成21年６月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 141 利益剰余金 10.00平成22年３月31日平成22年６月30日

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 14,416 － － 14,416

合　　　計 14,416 － － 14,416

自己株式     

普通株式 222 － － 222

合　　　計 222 － － 222

　

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基 準 日 効力発生日

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 141 10.00平成22年３月31日平成22年６月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 219 利益剰余金 15.50平成23年３月31日平成23年６月30日

　

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 724

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △13

現金及び現金同等物 710
 

 （百万円）

現金及び預金勘定 613

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10

現金及び現金同等物 603
 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の 

　　資産および負債の主な内訳

株式の取得により新たに㈱旭商会を連結したことに

伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに㈱旭

商会株式の取得価額と㈱旭商会取得のための支出（純

額）との関係は、次のとおりであります。

 （百万円）

流動資産 56

固定資産 35

のれん 68

流動負債 △12

固定負債 △81

㈱旭商会株式の取得価額 66

㈱旭商会現金及び現金同等物 △18

差引：㈱旭商会取得のための支出 47
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっており、その内容は次のとおりであります。

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

同　左　

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び運
搬具

1,216 671 544

(有形固定資産)
その他

2,749 1,568 1,180

合　計 3,965 2,240 1,725

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び運
搬具

1,004 677 326

(有形固定資産)
その他

2,226 1,543 682

合　計 3,230 2,221 1,008

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

　 　（百万円）

　

１年内 725　

１年超 1,056　

合　計 1,781　

　 　（百万円）

　

１年内 572　

１年超 480　

合　計 1,053　

(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額

　 　（百万円）

支払リース料 913　

減価償却費相当額 851　

支払利息相当額 59　

　 　（百万円）

支払リース料 763　

減価償却費相当額 712　

支払利息相当額 38　

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同　左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

同　左
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（金融商品関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入およびリース会社との割賦契約（長

期未払金）により調達しております。また、短期的な運転資金についても銀行借入により調達しておりま

す。

(2）金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。

営業債務である買掛金、未払金および未払法人税等は、その殆どが２ヶ月以内の支払期日であります。な

お、支払手形は発行しておりません。

短期借入金は、一時的な運転資金に係る資金調達であります。

長期借入金および長期未払金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は長期

借入金が最長で決算日後８年、長期未払金が同５年でありますが、いずれも固定金利で調達しているため

金利変動リスクはありません。

預り敷金及び保証金は、アパート等の家賃やガスのお客様に対する売掛金の回収不能に備えるため、お

客様より無利息で預かっているものであります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、全社的なオンラインによる顧客管理システ

ムにより各支店、営業所において日常的にお客様に対する売掛金の回収状況を確認し、回収懸念の早期

把握や軽減を図っております。

また、万一の回収不能に備えるため、予めお客様より保証金を預かっております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

長期借入金および長期未払金については、将来の金利水準の上昇に備え、また、長期的な資金繰りを容

易にするため、固定金利により調達しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引

先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。

③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、当社各部署および連結子会社からの報告に基づき当社管理部が適時に資金繰り計画

を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

　

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

　 連結貸借対照表
計上額（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

(1）現金及び預金 724　 724　 －　

(2）受取手形及び売掛金 1,550　 1,550　 －　

(3）投資有価証券
その他有価証券 412　 412　 －　

資 産 計 2,687　 2,687　 －　

(1）買掛金 1,524　 1,524　 －　

(2）短期借入金 1,006　 1,006　 －　

(3）未払法人税等 487　 487　 －　

(4）未払金 124　 124　 －　

(5）長期借入金
(１年以内返済予定長期借入金を含む）

2,763　 2,777　 13　

(6）長期未払金
(１年以内支払予定長期未払金を含む）

3,541　 3,628　 87　

(7）預り敷金及び保証金 885　 874　 △10　

負　 債 　計 10,333　 10,423　 90　

（注）１．金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項
資産
(1）現金及び預金 (2）受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3）投資有価証券
株式の時価は、取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、
注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債
(1）買掛金 (2）短期借入金 (3）未払法人税等 (4）未払金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(5）長期借入金 (6）長期未払金
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入または割賦取引を行なった場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しております。
(7）預り敷金及び保証金
返還実績等に基づき算定した将来キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。なお、
割引率は、将来キャッシュ・フローの期間を加味した利率を用いております。

　
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　　　分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 7

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「(3）投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 １年以内
 (百万円）

１年超５年以内　
 (百万円）

５年超10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 724 － － －

受取手形及び売掛金 1,550 － － －

合　　　計 2,274 － － －
　
４．長期借入金および長期未払金の連結決算日後の返済予定額

 
１年以内
 (百万円）

１年超２年以内
 (百万円）

２年超３年以内
　

 (百万円）

３年超４年以内
 (百万円）

４年超５年以内
 (百万円）

５年超
 (百万円）

長期借入金 1,214　 888　 464　 52　 44 98

長期未払金 1,358 1,065 720　 343　 52　 －　

合　計 2,573　 1,953　 1,185　 396 97 98

　
（追加情報）
当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）および
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用し
ております。
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当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入およびリース会社との割賦契約（長

期未払金）により調達しております。また、短期的な運転資金についても銀行借入により調達しておりま

す。

(2）金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。

営業債務である買掛金、未払金および未払法人税等は、その殆どが２ヶ月以内の支払期日であります。な

お、支払手形は発行しておりません。

短期借入金は、一時的な運転資金に係る資金調達であります。

長期借入金および長期未払金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は長期

借入金が最長で決算日後８年、長期未払金が同５年でありますが、いずれも固定金利で調達しているため

金利変動リスクはありません。

預り敷金及び保証金は、アパート等の家賃やガスのお客様に対する売掛金の回収不能に備えるため、お

客様より無利息で預かっているものであります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、全社的なオンラインによる顧客管理システ

ムにより各営業部、営業所において日常的にお客様に対する売掛金の回収状況を確認し、回収懸念の早

期把握や軽減を図っております。

また、万一の回収不能に備えるため、予めお客様より保証金を預かっております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

長期借入金および長期未払金については、将来の金利水準の上昇に備え、また、長期的な資金繰りを容

易にするため、固定金利により調達しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係

を勘案して保有状況を定期的に見直しております。

③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、当社各部署および連結子会社からの報告に基づき当社管理部が適時に資金繰り計画

を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

　

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

　 連結貸借対照表
計上額（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

(1）現金及び預金 613　 613　 －　

(2）受取手形及び売掛金 1,614　 1,614　 －　

(3）投資有価証券
その他有価証券 389　 389　 －　

資 産 計 2,617　 2,617　 －　

(1）買掛金 1,605　 1,605　 －　

(2）短期借入金 2,175　 2,175　 －　

(3）未払法人税等 396　 396　 －　

(4）未払金 112　 112　 －　

(5）長期借入金
(１年以内返済予定長期借入金を含む）

1,591　 1,599　 8　

(6）長期未払金
(１年以内支払予定長期未払金を含む）

2,264　 2,328　 63　

(7）預り敷金及び保証金 991　 976　 △14　

負　 債 　計 9,137　 9,195　 57　

（注）１．金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項
資産
(1）現金及び預金 (2）受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3）投資有価証券
株式の時価は、取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、
注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債
(1）買掛金 (2）短期借入金 (3）未払法人税等 (4）未払金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(5）長期借入金 (6）長期未払金
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入または割賦取引を行なった場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しております。
(7）預り敷金及び保証金
返還実績等に基づき算定した将来キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。なお、
割引率は、将来キャッシュ・フローの期間を加味した利率を用いております。

　
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　　　分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 7

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「(3）投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 １年以内
 (百万円）

１年超５年以内　
 (百万円）

５年超10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 584 － － －

受取手形及び売掛金 1,614 － － －

合　　　計 2,228 － － －
　

４．長期借入金および長期未払金の連結決算日後の返済予定額

 
１年以内
 (百万円）

１年超２年以内
 (百万円）

２年超３年以内
　

 (百万円）

３年超４年以内
 (百万円）

４年超５年以内
 (百万円）

５年超
 (百万円）

長期借入金 898　 497　 52　 44　 42 56

長期未払金 1,077 742 365　 74　 4　 －　

合　計 1,975　 1,239　 417　 119 46 56
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成22年３月31日）

１．その他有価証券

　 種　　類
連結貸借対照表計上額

（百万円）

取得原価

（百万円）

差　　額

（百万円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 167 130 36

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小　計 167 130 36

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 245 257 △11

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小　計 245 257 △11

合　　　　計 412 387 24

　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

種　　類
売　　却　　額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株　　式  1  0  －

　

当連結会計年度（平成23年３月31日）

その他有価証券

 種　　類
連結貸借対照表計上額

（百万円）

取得原価

（百万円）

差　　額

（百万円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 314 298 16

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小　計 314 298 16

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 74 90 △15

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小　計 74 90 △15

合　　　　計 389 388 0
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。　

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。

　なお、適格退職年金は、明治安田生命保険相互会社の新企業年金保険契約であります。

　

２．退職給付債務に関する事項

 　 （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成22年３月31日現在）
 

当連結会計年度
（平成23年３月31日現在）

退職給付債務 157  174

年金資産 125  136

退職給付引当金 31  38

３．退職給付費用に関する事項

 　 （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自平成21年４月１日
至平成22年３月31日）

 
当連結会計年度

（自平成22年４月１日
至平成23年３月31日）

勤務費用（注） 21  25

退職給付費用 21  25

（注）当社および連結子会社は、小規模会社等に該当し簡便法を採用しているため、退職給付費用を「勤務費　

　　　用」として記載しております。

　

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

　　の内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

　の内訳

（百万円）

繰延税金資産（流動資産）  

未払事業税 32

賞与引当金 26

たな卸資産未実現利益 6

その他 10

（小計） 75

評価性引当額 △9

合　　計 65

繰延税金資産（固定資産）  

役員退職慰労引当金 78

機械未実現利益 28

会員権評価損 25

退職給付引当金 12

その他有価証券評価損 30

減損損失（賃貸用土地） 166

減損損失（賃貸用建物） 81

繰越欠損金 139

その他 41

（小計） 605

評価性引当額 △268

合　　計 336

繰延税金負債（固定）との相殺 △11

繰延税金資産（固定）の純額 325

繰延税金負債（固定負債）  

土地評価差額

　その他有価証券評価差額

△6

△10

その他 △1

合　　計 △17

繰延税金資産（固定）との相殺 11

繰延税金負債（固定）の純額 △6

（百万円）

繰延税金資産（流動資産）  

未払事業税 30

賞与引当金 25

たな卸資産未実現利益 8

その他 9

（小計） 74

評価性引当額 △10

合　　計 63

繰延税金資産（固定資産）  

役員退職慰労引当金 59

機械未実現利益 24

会員権評価損 25

退職給付引当金 14

その他有価証券評価損 30

減損損失（賃貸用土地） 166

減損損失（賃貸用建物） 73

繰越欠損金 175

その他 41

（小計） 611

評価性引当額 △294

合　　計 316

繰延税金負債（固定）との相殺 △1

繰延税金資産（固定）の純額 315

繰延税金負債（固定負債）  

土地評価差額

　その他有価証券評価差額

△6

△0

その他 △1

合　　計 △7

繰延税金資産（固定）との相殺 1

繰延税金負債（固定）の純額 △6

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

　との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

　との差異の原因となった主な項目別の内訳

　 　(％)

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 40.4　

（調整）交際費等永久に損金・益金に

算入されない項目
2.0 

評価性引当額 4.7 

のれん償却 1.6 

その他 2.5 

 効果会計適用後の法人税等の負担率 51.2 

　 　(％)

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 40.4　

（調整）交際費等永久に損金・益金に

算入されない項目
2.6 

評価性引当額 1.3 

のれん償却 1.7 

その他 1.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.3 
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（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

パーチェス法の適用

１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並

びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　株式会社旭商会

事業の内容　　　　　ＬＰガス、灯油、関連器具等の販売

(2) 企業結合を行った理由

青森県八戸市を拠点に同地区の営業力の強化と商圏拡大のためであります。

(3) 企業結合日

平成21年４月16日

(4) 企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率

企業結合の法的形式　　　株式取得

結合後企業の名称　　　　変更はありません

取得した議決権比率　　　平成21年４月16日　92.5％

　　　　　　　　　　　　平成22年２月12日　 7.5％　

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで

３．被取得企業の取得原価及びその内容

被取得企業の取得原価は66百万円であり、現金による取得であります。

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額

68百万円

(2) 発生原因

株式会社旭商会の事業展開により期待される超過収益力であります。

(3) 償却方法及び償却期間

10年間で均等償却

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

資産の額

　流動資産　　　　56百万円

　固定資産　　　　35百万円

　資産計　　　　　91百万円

負債の額

　流動負債　　　　12百万円

　固定負債　　　　81百万円

　負債合計　　　　94百万円

６．企業結合が当連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度に係る連結損益計算

書に及ぼす影響の概算額

　　企業結合が当連結会計年度の開始日に完了しているため記載しておりません。　

共通支配下の取引等

会社分割

１．対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称ならびに取引

の目的を含む取引の概要

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称　　当社の長野県松本地区のＬＰガス販売事業

事業の内容　　主として家庭用および業務用にＬＰガスの販売を行っております。

(2) 企業結合の法的形式

株式会社クレックスを分割会社、株式会社藤森プロパン商会（当社の連結子会社）を承継会社とする

会社分割。

(3) 結合後企業の名称

名称の変更はありません。
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(4) 取引の目的を含む取引の概要

平成19年12月に長野県安曇野市、松本市およびその周辺地域においてＬＰガス小売事業を行っており

ます株式会社藤森プロパン商会（本社安曇野市）の全株式を取得し、グループ会社となったことから、

地域密着、機能強化ならびに事業運営の効率化を図ることを目的とし、同地域でのＬＰガス事業を再編

することとしました。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）および「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15日公表分）に基

づき、共通支配下の取引として処理しております。

連結子会社の合併

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を

含む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

①　結合企業

名称　　　　　トーホクガス株式会社

事業の内容　　ガス事業、不動産事業

②　被結合企業

名称　　　　　株式会社クレックス三和

事業の内容　　不動産事業

(2) 企業結合の法的形式

トーホクガス株式会社（当社の連結子会社）を吸収合併存続会社、株式会社クレックス三和（当社の

連結子会社）を吸収合併消滅会社とする吸収合併

(3) 結合後企業の名称

トーホクガス株式会社

(4) 取引の目的を含む取引の概要

　当社の連結子会社でありますトーホクガス株式会社と株式会社クレックス三和は、仙台市に拠点をお

く両社の総合力を活かし、経営の効率化をめざすことを目的として、平成21年10月１日付でトーホクガ

ス株式会社を存続会社とし、株式会社クレックス三和を消滅会社とする吸収合併を行いました。両社と

も連結子会社のため、合併による連結業績への影響はありません。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日公表分）および「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第10号　平成

19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

共通支配下の取引等　

１．取引の概要

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称　　トーホクガス株式会社の青森県八戸地区のＬＰガス販売事業

事業の内容　　主として家庭業務用にＬＰガスの販売を行っております。

(2) 企業結合日

平成22年10月１日

(3) 企業結合の法的形式

トーホクガス株式会社（当社の連結子会社）を分割会社、株式会社旭商会（当社の連結子会社）を承

継会社とする会社分割

(4) 結合後企業の名称

株式会社旭商会（当社の連結子会社）

(5) その他取引の概要に関する事項

前連結会計年度において、青森県八戸市およびその周辺地域においてＬＰガス小売事業を行っており

ます株式会社旭商会が当社の連結子会社となったことから、地域密着、機能強化ならびに事業運営の効

率化を図ることを目的として、同地域でのＬＰガス事業を再編することとしました。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）および「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。
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（資産除去債務関係）

当連結会計年度末（平成23年３月31日）

　当社グループは、ガス事業の一部において、道路法等に基づき、道路等の占用を廃止した場合に埋設管を除去

し、原状回復するための債務を有しておりますが、当該債務に関連する占用期間が明確でなく、将来当該事業を

廃止する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができないため、当該債務に見合う資産除

去債務を計上しておりません。

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

(1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社および一部の連結子会社では、関東甲信地区、東北地区、北海道地区において、アパート等の賃貸等不

動産を所有しております。平成22年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は162百万円（賃貸

収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）、減損損失は53百万円（特別損失に計上）であります。

(2）賃貸等不動産の時価等に関する事項

当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額および時価は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の

時価（百万円）前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高　

3,870 △125 3,745 3,118

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得（56百万円）であり、主な減少額は減価償却（95百

万円）、不動産売却（33百万円）および減損損失（53百万円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、「路線価」等に基づいて自社で評価したものであります。

　

（追加情報）

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　平成20年11

月28日）および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号　

平成20年11月28日）を適用しております。　

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

(1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社および一部の連結子会社では、関東甲信地区、東北地区、北海道地区において、アパート等の賃貸等不

動産を所有しております。平成23年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は155百万円（賃貸

収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。

(2）賃貸等不動産の時価等に関する事項

当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額および時価は、次のとおりであります。

 

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の

時価（百万円）前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高　

3,745 23 3,768 3,463

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得（135百万円）であり、主な減少額は減価償却（95百

万円）、不動産売却（13百万円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、「路線価」等に基づいて自社で評価したものであります。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 
ガス事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計
（百万円）

消去または全
社（百万円）

連　結
（百万円）

Ⅰ　売上高および営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 15,020 375 15,396 － 15,396

(2）セグメント間の内部売上高 0 － 0 (0) －

計 15,020 375 15,396 (0) 15,396

営業費用 13,248 255 13,503 (0) 13,503

営業利益 1,772 120 1,892 － 1,892

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失およ

び資本的支出
     

資産 13,345 3,667 17,013 － 17,013

減価償却費 1,789 97 1,886 － 1,886

減損損失 － 53 53 － 53

資本的支出 1,692 56 1,749 － 1,749

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス・商品の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主要な内容

事業区分 主要な内容

ガス事業 ＬＰガスの供給、関連商品ならびに灯油の販売、関連設備工事等

不動産事業 不動産の賃貸、販売および仲介ならびに管理

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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【セグメント情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　当社グループの報告セグメントは、ガス事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

　　　

【関連情報】

１．製品およびサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　　　　　 

２．地域ごとの情報

(1）売上高　

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。　

　

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３．主要な顧客ごとの情報　

連結損益計算書の売上高の10％以上を占める外部顧客がないため、記載を省略しております。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

ガス事業の当連結会計年度におけるのれんの償却額は75百万円、未償却残高は495百万円であります。

なお、当社グループは、ガス事業の単一セグメントであります。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。 

　　

（追加情報）

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月

27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準摘用指針第20号　平成

20年３月21日）を適用しております。

これにより、従来、ガス事業と不動産事業を事業の種類別セグメントとしておりましたが、セグメントの見直

しにより、ガス事業の単一セグメントとしております。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

関連当事者との取引

１．連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社の親会社および主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称また
は氏名

所在地

資本金ま
たは出資
金
(百万円)

事業の内容
または職業

議決権の所
有(被所有)
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円)

法人主要

株主

平山恒産

㈱

千葉県

船橋市
10 不動産事業

(被所有）

直接　31.05

事務所の賃借 家賃の支払 63 － －

役員の兼任     

　（注）１．平山恒産㈱は、「その他の関係会社」に該当しており、また、当社代表取締役会長平山貞夫ならびにその近親

者が議決権の100％を保有している会社であることから、「個人主要株主およびその近親者が議決権の過半

数を保有する会社」および「役員およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社」に該当してお

ります。

２．取引金額には、消費税等が含まれておりません。

３．事務所家賃の取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。

　

(2）連結財務諸表提出会社の役員および主要株主（個人等の場合に限る。）等　

種類
会社等の
名称また
は氏名

所在地

資本金ま
たは出資
金
(百万円）

事業の内容
または職業

議決権の所
有(被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円）

科目
期末残高
（百万円）

その他

フジプロ

エネケー

ション㈱

長野県

安曇野市
10

ＬＰガスお

よび灯油の

販売

－
ＬＰガスの仕入

ＬＰガスの仕

入
74 － －

役員の兼任     

　（注）１．フジプロエネケーション株式会社は、当社取締役藤森康友ならびにその近親者が議決権の100％を保有してい

る会社であります。

２．取引金額には、消費税等が含まれておりません。

３．当社は、平成21年４月１日より子会社株式会社藤森プロパン商会に販売するＬＰガスを同社から仕入れてお

り、仕入価格および仕入条件については、一般的な市場価格および取引条件と同様に決定しております。

なお、平成21年10月１日より株式会社藤森プロパン商会に販売するＬＰガスの仕入は、アストモスエネル

ギー株式会社に変更しております。

　

２．連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社の親会社および主要株主（会社等の場合に限る。）等　

種類
会社等の
名称また
は氏名

所在地

資本金ま
たは出資
金
(百万円）

事業の内容
または職業

議決権の所
有(被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円）

科目
期末残高
（百万円）

法人主要

株主

平山恒産

㈱

千葉県

船橋市
10　 不動産事業

(被所有）

直接　31.05

事務所の賃借 家賃の支払 37 － －

役員の兼任　 　 　 　 　

　（注）１．取引金額には、消費税等が含まれておりません。

２．事務所家賃の取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。

(2）連結財務諸表提出会社の役員および主要株主（個人等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称また
は氏名

所在地

資本金ま
たは出資
金
(百万円）

事業の内容
または職業

議決権の所
有(被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円）

科目
期末残高
（百万円）

その他

フジプロ

エネケー

ション㈱

長野県

安曇野市
10

ＬＰガスお

よび灯油の

販売

－

ガス工事の委託 工事代の支払 13 買掛金 7

事務所の賃借　 家賃の支払 10 － －

役員の兼任 　 　 　 　

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．連結子会社㈱藤森プロパン商会は、ＬＰガスを供給するための設備工事をフジプロエネケーション㈱に委託

しており、一般的な工事価格および取引条件と同様に決定しております。

３．事務所家賃の取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。
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当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

関連当事者との取引

１．連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社および主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称また
は氏名

所在地

資本金ま
たは出資
金
(百万円）

事業の内容
または職業

議決権の所
有(被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円）

科目
期末残高
（百万円）

法人主要

株主

平山恒産

㈱

千葉県

船橋市
10 不動産賃貸

(被所有）

直接　31.05

事務所の賃借 家賃の支払 63 － －

役員の兼任     

　（注）１．平山恒産㈱は、「その他の関係会社」に該当しており、また当社代表取締役会長平山貞夫ならびに取締役平山

大志とその近親者が議決権の100％を保有している会社であることから、「個人主要株主およびその近親者

が議決権の過半数を保有する会社」および「役員およびその近親者が議決権の過半数を所有している会

社」に該当しております。

２．取引金額には消費税等が含まれておりません。

３．事務所家賃の取引条件は一般の取引条件と同様に決定しております。

　

２．連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社の親会社および主要株主（会社等の場合に限る。）等　

種類
会社等の
名称また
は氏名

所在地

資本金ま
たは出資
金
(百万円）

事業の内容
または職業

議決権の所
有(被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円）

科目
期末残高
（百万円）

法人主要

株主

平山恒産

㈱

千葉県

船橋市
10　 不動産賃貸

(被所有）

直接　31.05

事務所の賃借 家賃の支払 37 － －

役員の兼任　 　 　 　 　

（注）１．取引金額には、消費税等が含まれておりません。

２．事務所家賃の取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。

(2）連結財務諸表提出会社の役員および主要株主（個人等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称また
は氏名

所在地

資本金ま
たは出資
金
(百万円）

事業の内容
または職業

議決権の所
有(被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円）

科目
期末残高
（百万円）

その他

フジプロ

エネケー

ション㈱

長野県

安曇野市
10

ＬＰガスお

よび灯油の

販売

－ ガス工事の委託 工事代の支払 10 買掛金 7

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．連結子会社㈱藤森プロパン商会はＬＰガスを供給するための設備工事をフジプロエネケーション㈱に委託

しており、一般的な工事価格および取引条件と同様に決定しております。

３．フジプロエネケーション㈱の代表取締役藤森康友が当社取締役を平成22年６月29日開催の第50回定時株主

総会終結の時をもって退任したため、取引金額には平成22年４月１日から平成22年６月30日までの工事代

金、期末残高には平成22年６月30日現在の買掛金残高を記載しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 438円28銭

１株当たり当期純利益金額 62円47銭

１株当たり純資産額 492円06銭

１株当たり当期純利益金額 64円78銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たりの算定上の基礎は、以下のとおりであります。

１．１株当たり純資産額

 
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 6,220 6,983

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 6,220 6,983

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株）
14,193 14,193

２．１株当たり当期純利益金額

 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当期純利益（百万円） 886 919

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 886 919

期中平均株式数（千株） 14,193 14,193

　

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　該当事項はありません。 

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　該当事項はありません。 
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区　　　　　分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,006 2,175 1.0 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,214 898 1.4 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,548 693 1.6
平成24年４月～　

平成31年１月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

未払金 1,358 1,077 2.8 －

長期未払金 2,183 1,187 2.8
平成24年４月～　

平成27年10月

合　　　　　計 7,311 6,031 － －

　（注）１．平均利率については、期末残高に対する加重平均を記載しております。

２．未払金の前期末残高および当期末残高は、割賦契約による長期未払金のうち１年以内に支払予定のものであ

ります。

３．長期借入金および長期未払金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は

以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 497 52 44 42

長期未払金 742 365 74 4

合　　計 1,239 417 119 46

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。　

　

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報

 
第１四半期

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

第２四半期
自平成22年７月１日
至平成22年９月30日

第３四半期
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

第４四半期
自平成23年１月１日
至平成23年３月31日

売上高（百万円） 4,252 2,757 3,669 5,102

税金等調整前四半期純利益
金額又は税金等調整前四半
期純損失金額（△）（百万
円）

792 △8 438 522

四半期純利益金額又は四半
期純損失金額（△）（百万
円）

458 △68 217 311

１株当たり四半期純利益金
額又は１株当たり四半期純
損失金額（△）（円）

32.32 △4.83 15.36 21.93
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 396 294

売掛金 ※2
 980

※2
 995

商品 78 84

貯蔵品 19 22

前払費用 34 37

繰延税金資産 40 31

関係会社短期貸付金 1,971 1,764

未収入金 33 36

その他 3 5

貸倒引当金 △6 △4

流動資産合計 3,552 3,267

固定資産

有形固定資産

建物 14 14

減価償却累計額 △8 △9

建物（純額） ※1
 6

※1
 4

構築物 189 179

減価償却累計額 △152 △150

構築物（純額） 36 28

機械及び装置 7,110 7,441

減価償却累計額 △4,108 △4,558

機械及び装置（純額） 3,002 2,882

車両運搬具 82 79

減価償却累計額 △70 △67

車両運搬具（純額） 11 12

器具及び備品 38 40

減価償却累計額 △33 △34

器具及び備品（純額） 5 5

土地 ※1
 126

※1
 126

賃貸用建物 591 672

減価償却累計額 △382 △401

賃貸用建物（純額） ※1
 208

※1
 271

賃貸用土地 ※1
 579

※1
 609

建設仮勘定 104 96

有形固定資産合計 4,082 4,038

無形固定資産

その他 14 12

無形固定資産合計 14 12
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 412 389

関係会社株式 1,090 1,093

出資金 1 1

関係会社長期貸付金 1,734 1,962

繰延税金資産 349 356

敷金及び保証金 128 132

会員権 120 120

保険積立金 65 69

その他 7 2

貸倒引当金 △88 △88

投資損失引当金 △98 △368

投資その他の資産合計 3,723 3,671

固定資産合計 7,819 7,722

資産合計 11,372 10,989

負債の部

流動負債

買掛金 1,126 1,126

短期借入金 110 530

1年内返済予定の長期借入金 619 ※1
 589

未払金 506 403

未払法人税等 468 309

未払費用 16 16

預り金 22 21

賞与引当金 19 19

その他 61 31

流動負債合計 2,950 3,047

固定負債

長期借入金 ※1
 911

※1
 321

預り敷金及び保証金 671 717

長期未払金 820 433

退職給付引当金 21 23

役員退職慰労引当金 139 139

長期預り金 2 3

固定負債合計 2,568 1,639

負債合計 5,518 4,686
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 582 582

資本剰余金

資本準備金 411 411

資本剰余金合計 411 411

利益剰余金

利益準備金 83 83

その他利益剰余金

ガス発生設備準備金 350 380

ガス供給設備準備金 360 390

別途積立金 1,010 1,040

繰越利益剰余金 3,209 3,583

利益剰余金合計 5,013 5,476

自己株式 △168 △168

株主資本合計 5,838 6,302

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14 0

評価・換算差額等合計 14 0

純資産合計 5,853 6,302

負債純資産合計 11,372 10,989
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高

ガス事業売上高 ※5
 9,472

※5
 10,146

不動産事業収入 ※5
 60 59

売上高合計 9,532 10,206

売上原価

ガス事業売上原価 6,668 7,233

不動産事業売上原価 37 34

売上原価合計 6,705 7,267

売上総利益 2,827 2,938

販売費及び一般管理費 ※1
 1,340

※1
 1,444

営業利益 1,486 1,493

営業外収益

受取利息 ※5
 64

※5
 39

受取配当金 8 9

受取経営指導料 ※5
 38

※5
 38

有価証券売却益 0 －

雑収入 22 11

営業外収益合計 133 99

営業外費用

支払利息 59 51

その他 － 2

営業外費用合計 59 53

経常利益 1,560 1,539

特別利益

固定資産売却益 ※2
 4

※2
 13

特別利益合計 4 13

特別損失

固定資産売却損 ※3
 1

※3
 0

固定資産除却損 ※4
 1

※4
 13

投資損失引当金繰入額 98 270

減損損失 ※6
 53 －

特別損失合計 153 284

税引前当期純利益 1,411 1,268

法人税、住民税及び事業税 696 651

法人税等調整額 △67 11

法人税等合計 629 663

当期純利益 782 605
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【売上原価明細書】

（ガス事業売上原価明細書）

  
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

区　　　分
注記
番号

金　額（百万円）
構成比
（％）

金　額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　商品仕入原価        

１．期首商品たな卸高  74  78  

２．当期商品仕入高  4,616  5,335  

合計  4,690  5,414  

３．期末商品たな卸高  78 4,61169.2 84 5,32973.7

Ⅱ　工事原価（注）        

外注工事費  26 26 0.4 20 20 0.3

Ⅲ　経費        

１．減価償却費  624  614  

２．消耗品費  1,073  959  

３．賃借料  183  152  

４．その他  148 2,03030.4 155 1,88326.0

ガス事業売上原価   6,668100.0 7,233100.0

        

　（注）　Ⅱ　工事原価につきましては、個別原価計算を採用しております。

（不動産事業原価明細書）

  
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

区　　　分
注記
番号

金　額（百万円）
構成比
（％）

金　額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　減価償却費   19 51.5 21 62.4

Ⅱ　その他   18 48.5 12 37.6

不動産事業原価   37 100.0 34 100.0
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 582 582

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 582 582

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 411 411

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 411 411

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 83 83

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 83 83

その他利益剰余金

ガス発生設備準備金

前期末残高 320 350

当期変動額

ガス発生設備準備金の積立 30 30

当期変動額合計 30 30

当期末残高 350 380

ガス供給設備準備金

前期末残高 330 360

当期変動額

ガス供給設備準備金の積立 30 30

当期変動額合計 30 30

当期末残高 360 390

別途積立金

前期末残高 980 1,010

当期変動額

別途積立金の積立 30 30

当期変動額合計 30 30

当期末残高 1,010 1,040
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 2,687 3,209

当期変動額

ガス発生設備準備金の積立 △30 △30

ガス供給設備準備金の積立 △30 △30

別途積立金の積立 △30 △30

剰余金の配当 △170 △141

当期純利益 782 605

当期変動額合計 522 373

当期末残高 3,209 3,583

利益剰余金合計

前期末残高 4,401 5,013

当期変動額

剰余金の配当 △170 △141

当期純利益 782 605

当期変動額合計 612 463

当期末残高 5,013 5,476

自己株式

前期末残高 △167 △168

当期変動額

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △168 △168

株主資本合計

前期末残高 5,227 5,838

当期変動額

剰余金の配当 △170 △141

当期純利益 782 605

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 611 463

当期末残高 5,838 6,302
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 21 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△6 △14

当期変動額合計 △6 △14

当期末残高 14 0

評価・換算差額等合計

前期末残高 21 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△6 △14

当期変動額合計 △6 △14

当期末残高 14 0

純資産合計

前期末残高 5,249 5,853

当期変動額

剰余金の配当 △170 △141

当期純利益 782 605

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 △14

当期変動額合計 604 449

当期末残高 5,853 6,302

EDINET提出書類

株式会社クレックス(E03334)

有価証券報告書

67/87



【重要な会計方針】

項　　　目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．有価証券の評価基準お

よび評価方法

(1）子会社株式および関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式および関連会社株式

同　左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同　左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同　左

２．たな卸資産の評価基準

および評価方法

(1）商品

ガスは総平均法による原価法

ガス器具は個別法による原価法

(1）商品

同　左 

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同　左

 　貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定しており

ます。 

同　左

３．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

　減価償却の方法は、以下のとおりであり

ます。

　建物及び賃貸用建物　　　定額法

　機械及び装置　　　　　　定率法

　その他　　　　　　　　　定率法

(1）有形固定資産

　減価償却の方法は、以下のとおりであり

ます。

　　　　　　　同　左

 　なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

建物 11年～38年

機械及び装置 ４年～13年

賃貸用建物 12年～47年

　なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

同　左

 　また、取得価額10万円以上20万円未満の

減価償却資産については、３年間で均等

償却しております。

 

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。　　

　なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

　また、営業権については５年間で均等償

却しております。

(2）無形固定資産

同　左
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項　　　目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同　左

 (2）投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失に備え

るため、投資先の財政状態等を勘案して、

必要額を計上しております。

(2）投資損失引当金

同　左　

 (3）賞与引当金

　従業員対して支給する賞与の支出に充

てるため、将来の支給見込額のうち当事

業年度負担額を計上しております。

(3）賞与引当金

同　左

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、退職給

付会計に関する実務指針（会計制度委員

会報告13号）に定める簡便法により、当

事業年度末における自己都合退職による

当事業年度末要支給額の100％から年金

資産を控除した額を計上しております。

(4）退職給付引当金

同　左

 (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職に際し支給する退職金に充

てるため、内規に基づく当事業年度末現

在の要支給額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同　左

５．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。　

消費税等の会計処理

同　左　

　

【会計方針の変更】

前事業年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当事業年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

─────── （資産除去債務に関する会計基準等の適用）

　　 　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しており

ます。

　これによる当事業年度の営業利益、経常利益および税引

前当期純利益に与える影響はありません。
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

※１．担保に供している資産ならびに担保付債務は、次の

　　とおりであります。

※１．担保に供している資産ならびに担保付債務は、次の

　　とおりであります。

（担保資産）  （百万円）

建物 0　

土地 43 

賃貸用建物 33 

賃貸用土地 117 

合　計 194 

（担保資産）  （百万円）

建物 0　

土地 43 

賃貸用建物 31 

賃貸用土地 117 

合　計 192 

（担保付債務）   

長期借入金 440百万円

（担保付債務）  （百万円）

１年内返済予定の長期借入金 199　

長期借入金 180　

　合　計 380　

※２．関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

※２．関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

売掛金 383百万円 売掛金 367百万円

３．偶発債務 ３．偶発債務

　関係会社の金融機関等よりの借入に対し、次のとおり

債務保証を行っております。

　関係会社の金融機関等よりの借入に対し、次のとおり

債務保証を行っております。

　 　（百万円）

トーホクガス㈱ 134　

札幌ガス㈱ 177 

㈱藤森プロパン商会 41 

合　計 352 

　 　（百万円）

トーホクガス㈱ 670　

札幌ガス㈱ 129 

㈱藤森プロパン商会 77 

合　計 877 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は、

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は、

次のとおりであります。

　なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

費用の割合はおおよそ21％であり、一般管理費に属す

る費用の割合はおおよそ79％であります。

　なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

費用の割合はおおよそ21％であり、一般管理費に属す

る費用の割合はおおよそ79％であります。

　 　（百万円）

支払手数料 95　

業務委託料 73 

役員報酬 112 

給与・賞与 524 

賞与引当金繰入額 19 

法定福利費 66 

交際費 48 

減価償却費 11 

販売手数料 7 

地代家賃 109 

　 　（百万円）

支払手数料 105　

業務委託料 79 

役員報酬 115 

給与・賞与 546 

賞与引当金繰入額 19 

法定福利費 67 

交際費 60 

減価償却費 15 

販売手数料 8 

地代家賃 101 

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

機械及び装置 4百万円 　 　（百万円）

賃貸用土地 3　

賃貸用建物 0　

機械及び装置 9　

　合　計 13　

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

機械及び装置 1百万円 機械及び装置 0百万円

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

　 　（百万円）

機械及び装置 1　

車両運搬具 0　

　合　計 1　

　 　（百万円）

機械及び装置 12　

車両運搬具 0　

　合　計 13　

※５．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※５．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　 　（百万円）

ガス事業売上高 3,460　

不動産事業収入 42 

受取利息 62 

受取経営指導料 38 

　 　（百万円）

ガス事業売上高 3,868　

受取利息 38 

受取経営指導料 38 　
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※６．減損損失

当社は、賃貸不動産について、個別物件を単位として

資産グループとしております。

　賃貸不動産に係る賃料水準および地価の継続的な下

落により、当社は当事業年度において、収益性が著しく

低下した以下の賃貸不動産３件の帳簿価格を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失53百万円とし

て特別損失に計上いたしました。

―――――――

　

場所 用途 種類 減損損失
（百万円）

福島県いわき市

他２件

賃貸
アパート

賃貸用土地

賃貸用建物

9

43

合　計   53

　なお、回収可能価額は、路線価等を基に算定した正味売
却価額によっております。

　

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 221 1 － 222

合　　　　計 221 1 － 222

（注）　当事業年度における増加株式数は、会社法第155条第７号に規定する単元未満株式の買取請求に基づく取得に

　　　　よるものです。

　

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 222 － － 222

合　　　　計 222 － － 222

　

EDINET提出書類

株式会社クレックス(E03334)

有価証券報告書

72/87



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっており、その内容は次のとおりであります。

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

同　左

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械及び装置 387 230 157
器具及び備品 396 223 172
合　計 784 454 330

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械及び装置 313 228 84
器具及び備品 312 216 96
合　計 625 444 181

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

　  （百万
円）

１年内 152　

１年超 188　

合　計 340　

　  （百万
円）

１年内 105　

１年超 83　

合　計 188　

(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当

額

　  （百万
円）

支払リース料 193　

減価償却費相当額 181　

支払利息相当額 10　

　  （百万
円）

支払リース料 158　

減価償却費相当額 148　

支払利息相当額 6　

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同　左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同　左

（有価証券関係）

前事業年度（平成22年３月31日）

子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式1,082百万円、関連会社株式７百万円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

　

当事業年度（平成23年３月31日）

子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式1,085百万円、関連会社株式７百万円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 （百万円）

繰延税金資産（流動資産）  

未払事業税 31

貸倒引当金 1

賞与引当金 7

繰延税金資産（流動資産）計 40

繰延税金資産（固定資産）  

ゴルフ会員権評価差額 47

子会社株式評価差額 122

役員退職慰労引当金 56

退職給付引当金 8

その他有価証券評価損 30

減損損失（賃貸用建物） 29

減損損失（賃貸用土地） 63

その他 1

繰延税金資産（固定資産）計 359

繰延税金負債（固定資産）との相殺 △10

繰延税金資産（固定資産）の純額 349

繰延税金負債（固定資産）  

その他有価証券評価差額 △10

繰延税金負債（固定負債）計 △10

繰延税金資産（固定資産）との相殺 10

繰延税金負債（固定資産）の純額 －

 （百万円）

繰延税金資産（流動資産）  

未払事業税 22

貸倒引当金 0

賞与引当金 7

繰延税金資産（流動資産）計 31

繰延税金資産（固定資産）  

ゴルフ会員権評価差額 47

子会社株式評価差額 231

役員退職慰労引当金 56

退職給付引当金 9

その他有価証券評価損 30

減損損失（賃貸用建物） 25

減損損失（賃貸用土地） 63

その他 1

小　計 465

評価性引当額 △109

繰延税金資産（固定資産）計 356

繰延税金負債（固定資産）との相殺 △0

繰延税金資産（固定資産）の純額 356

繰延税金負債（固定資産）  

その他有価証券評価差額 △0

繰延税金負債（固定負債）計 △0

繰延税金資産（固定資産）との相殺 0

繰延税金負債（固定資産）の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

　との差異の原因となった主な項目別の内訳

　 　(％)

財務諸表提出会社の法定実効税率 40.4　

 （調整）交際費等永久に損金・益金に

算入されない項目
1.7 

均等割 0.3　

その他 2.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.6 

　 　(％)

財務諸表提出会社の法定実効税率 40.4　

 （調整）交際費等永久に損金・益金に

算入されない項目
2.1 

均等割 1.0　

評価性引当額 8.6　

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.3 
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（企業結合等関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。

　

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　該当事項はありません。　

　

（資産除去債務関係）

当事業年度末（平成23年３月31日）　

当社は、ガス事業の一部において、道路法等に基づき、道路等の占用を廃止した場合に埋設管を除去し、原状回

復するための債務を有しておりますが、当該債務に関連する占用期間が明確でなく、将来当該事業を廃止する予

定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上

しておりません。　

　

（１株当たり情報）

項　　　　　目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 412円43銭 444円07銭

１株当たり当期純利益金額 55円13銭 42円64銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。　

（注）１株当たりの算定上の基礎は、以下のとおりであります。

１．１株当たり純資産額

 
前事業年度末

（平成22年３月31日）
当事業年度末

（平成23年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 5,853 6,302

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 5,853 6,302

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株）
14,193 14,193

２．１株当たり当期純利益金額

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当期純利益（百万円） 782 605

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 782 605

期中平均株式数（千株） 14,193 14,193

　

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘　　　　　　　　　　柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証

券

その他有

価証券

北海道瓦斯株式会社 948,000 243

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 74,140 28

株式会社千葉興業銀行 70,600 33

株式会社京葉銀行 124,309 51

株式会社千葉銀行 35,885 16

シナネン株式会社 33,250.15 12

大多喜ガス株式会社 2,904 1

株式会社ケーヨー 1,843 0

株式会社みずほフィナンシャルグループ 1,150 0

日本農薬株式会社 1,680 0

小　　　　　計 1,293,761.15 389

計 1,293,761.15 389

【債券】

該当事項はありません。

【その他】

該当事項はありません。
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類 前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高
（百万円）

有形固定資産        

建物 14 － － 14 9 1 4

構築物 189 15 26 179 150 23 28

機械及び装置 7,110 496 166 7,441 4,558 591 2,882

車両運搬具 82 9 11 79 67 7 12

器具及び備品 38 3 1 40 34 3 5

土地 126 － － 126 － － 126

賃貸用建物 591 85 4　 672 401 21 271

賃貸用土地 579 41 11　 609 － － 609

建設仮勘定 104 700 708 96 － － 96

有形固定資産計 8,836 1,352 929　 9,260 5,221 649 4,038

無形固定資産 　       

その他 18 － － 18 5 2 12

無形固定資産計 18 － － 18 5 2 12

長期前払費用 － － － － － － －

繰延資産 － － － － － － －

  （注）１．当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。

　 　 　(百万円)　

機械及び装置 配管設備 496　

建設仮勘定 配管設備 700 

２．当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。

　 　 　(百万円)　

機械及び装置 配管設備の売却および除却 166　

建設仮勘定 配管設備の機械装置への振替等 708 

　

【引当金明細表】

区　　　分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金（注） 95 4 － 6 92

投資損失引当金 98 270 － － 368

賞与引当金 19 19 19 － 19

役員退職慰労引当金 139 － － － 139

　（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒実績率による一般債権に対する洗替えによる戻入であります。
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（２）【主な資産および負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区　　　　　　　分 金　　　　　額（百万円）

現金 19

預金  

当座預金 210
普通預金 1
定期預金 19
別段預金 5
郵便振替貯金 39

小　　　　　　　計 275

合　　　　　　　　計 294

ロ．売掛金

相手先別内訳

相　　　手　　　先 金　　　　　額（百万円）

トーホクガス㈱ 220
札幌ガス㈱ 110
㈱藤森プロパン商会 31
㈱レオパレス２１ 16
その他 615

合　　　　　　　　計 995

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A） (B） (C） (D）
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

980 10,653 10,639 995 91.4 33.8

（注）当期発生高には、消費税等が含まれております。

ハ．商品

区　　　　　　　分 金　　　　　額（百万円）

ガス器具 52
ＬＰガス 32

合　　　　　　　計 84

ニ．貯蔵品

区　　　　　　　分 金　　　　　額（百万円）

ガス配管部材 22
その他 0

合　　　　　　　計 22
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ホ．関係会社短期貸付金

区　　　　　　　分 金　　　　　額（百万円）

トーホクガス㈱ 338

札幌ガス㈱ 1,270

㈱旭商会 138

杉野石油ガス㈱ 18

合　　　　　　　計 1,764

②　固定資産

イ．関係会社株式

区　　　　　　　分 金　　　　　額（百万円）

トーホクガス㈱ 169

札幌ガス㈱ 98

㈱藤森プロパン商会 709

㈱旭商会 66

常総ガス㈱ 40

宮城ガス㈱ 7

杉野石油ガス㈱ 3

合　　　　　　　計 1,093

ロ．関係会社長期貸付金

区　　　　　　　分 金　　　　　額（百万円）

トーホクガス㈱ 1,560

札幌ガス㈱ 402

合　　　　　　　計 1,962

③　流動負債

イ．買掛金

相　　　手　　　先 金　　　　　額（百万円）

アストモスエネルギー㈱ 499
リンナイ㈱ 96
リコーエレメックス㈱ 78
㈱ノーリツ 64
矢崎総業㈱ 56
その他 330

合　　　　　　　計 1,126

ロ．短期借入金

借　　　入　　　先 金　　　　　額（百万円）

㈱千葉興業銀行 370

㈱みずほ銀行 90

㈱千葉銀行 40

㈱京葉銀行 30

合　　　　　　　計 530
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ハ．１年内返済予定の長期借入金

借　　　入　　　先 金　　　　　額（百万円）

㈱商工組合中央金庫 206

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 199

㈱北海道銀行 100

㈱千葉銀行 60

㈱千葉興業銀行 23

合　　　　　　　計 589

④　固定負債

イ．長期借入金

借　　　入　　　先 金　　　　　額（百万円）

㈱商工組合中央金庫 131

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 100

㈱北海道銀行 50

㈱千葉銀行 40

合　　　　　　　計 321

ロ．預り敷金及び保証金

区　　　　　　　分 金　　　　　額（百万円）

保証金 712

預り敷金 5

合　　　　　　　計 717

　

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

買取手数料
以下の算出により１単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の

数で按分した金額の50％とする。

（算出）１株当たりの買取単価に１単元の株式数を乗じた金額のうち、次の金

　　　　額区分ごとに算出した金額の合計金額とする。

100万円以下の金額につき 1.150％

100万円を超え500万円以下の金額につき0.900％

500万円を超え1,000万円以下の金額につき0.700％

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき0.575％

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき0.375％

（円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。）

ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合は、2,500円

とする。

公告掲載方法

　電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によるこ

とができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法で行う。

（　公告掲載URL　http://www.clex.co.jp　）

株主に対する特典 株主優待あり

（注）　平成19年６月28日開催の定時株主総会の決議により、定款に単元未満株主の権利制限について次のとおりの規
定を定めております。
単元未満株主は、会社法第189条第２項に掲げる権利、同法166条第１項に基づき請求する権利ならびに株主の
有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を行使するこ
とができない。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書

　事業年度（第50期）（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）平成22年６月29日関東財務局長に提出。

(2）内部統制報告書およびその添付書類　

　平成22年６月29日関東財務局長に提出。

(3）四半期報告書および確認書

（第51期第１四半期）（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）平成22年８月13日関東財務局長に提出。

（第51期第２四半期）（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）平成22年11月12日関東財務局長に提出。

（第51期第３四半期）（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）平成23年２月14日関東財務局長に提出。

　

(4）臨時報告書

　平成22年７月１日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成２２年６月２５日  

株式会社クレックス    

 取締役会　御中  

 千葉第一監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 本橋　雄一　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社クレックスの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につい

て監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めれる企業会計の基準に準拠して、株式会社ク

レックス及び連結子会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社クレックスの平成

２２年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制

報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ

とにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性

がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社クレックスが平成２２年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

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

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成２３年６月２８日  

株式会社クレックス    

 取締役会　御中  

 千葉第一監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 本橋　雄一　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社クレックスの平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連

結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めれる企業会計の基準に準拠して、株式会社ク

レックス及び連結子会社の平成２３年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社クレックスの平成

２３年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制

報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ

とにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性

がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社クレックスが平成２３年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

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

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２２年６月２５日　  

株式会社クレックス    

 取締役会　御中  

 千葉第一監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 本橋　雄一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社クレックスの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第５０期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ク

レックスの平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

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

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２３年６月２８日　  

株式会社クレックス    

 取締役会　御中  

 千葉第一監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 本橋　雄一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社クレックスの平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第５１期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ク

レックスの平成２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

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

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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