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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 80,288 11.2 2,484 △17.5 1,828 △48.2 △353 ―

22年3月期第2四半期 72,189 △6.0 3,010 ― 3,527 ― 961 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 △5.01 ―

22年3月期第2四半期 13.52 13.51

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 180,700 18,717 6.9 176.86
22年3月期 191,036 19,549 7.2 195.39

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  12,487百万円 22年3月期  13,799百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

23年3月期 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 177,700 11.6 9,470 △5.6 7,610 △29.7 1,880 △39.0 26.62



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

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因
によって予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２． その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  75,750,394株 22年3月期  75,750,394株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  5,142,253株 22年3月期  5,127,406株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  70,617,693株 22年3月期2Q 71,120,857株
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第 2 四半期連結累計期間（平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日）におけるわが国経済は、

企業収益の改善等により景気が持ち直してきており、自律的回復へ向けた動きも見られたものの、

失業率が高い水準で推移するとともに、円高や海外経済の減速懸念等を背景に、依然として先行き

不透明な状況が続きました。 

このような状況下、当社グループは、各事業において積極的な営業活動を推進し、当第 2 四半期

連結会計期間末における各事業の需要家件数及び顧客件数が、液化石油ガスが 626 千件（前年同期

比 4 千件減）と前年同期を下回ったことを除き、アクア（飲料水の宅配）69 千件（同 16 千件増）、

ＡＤＳＬ及びＦＴＴＨインターネット 644 千件（同 69 千件増）、ＣＡＴＶ放送 523 千件（同 184

千件増）、同通信（ＣＡＴＶ－ＦＴＴＨ含む）170 千件（同 61 千件増）、モバイル 157 千件（同

28 千件増）と、いずれも前年同期から伸長し、順調に収益基盤の拡充が進みました。 

なお、平成 21 年 12 月にエルシーブイ㈱、㈱倉敷ケーブルテレビを子会社化したことにより、Ｃ

ＡＴＶ放送が 179 千件、同通信が 45 千件加わっております。 

当第 2 四半期連結累計期間は、アクア事業、ＣＡＴＶ事業、ブロードバンド事業が顧客件数の増

加に伴い増収となり、ＬＰガス事業も業務用、特約店向け、工業用の販売数量が増加したこと等に

より増収となりました。さらに、静岡駅前紺屋町地区再開発ビル（葵タワー）における不動産賃貸

収入や婚礼催事会場の売上が新たに加わったほか、エルシーブイ㈱、㈱倉敷ケーブルテレビの売上

高が大きく寄与し、売上高が 80,288 百万円（同 11.2％増）となりました。 

一方、利益面においては、顧客件数の増加やエルシーブイ㈱、㈱倉敷ケーブルテレビの利益が加

わったこと等の増益要因があったものの、ＬＰガス仕入コストの増加等によるＬＰガス事業の減益

により、営業利益が 2,484 百万円（同 17.5％減）となりました。 

また、営業外損益において、前年同期にあった先物運用益（ＬＰガス仕入コストを安定化するた

めのコモディティスワップ取引に係る利益を含む）1,198 百万円がなくなったこともあり、経常利

益が 1,828 百万円（同 48.2％減）、四半期純損失が 353 百万円（前年同期は 961 百万円の四半期純

利益）となりました。 

事業の種類別セグメントの売上高は、ガス及び石油 42,717 百万円（同 6.4％増）、建築及び不動

産 6,591 百万円（同 19.1％増）、ＣＡＴＶ10,977 百万円、情報及び通信サービス 16,897 百万円、

その他 3,103 百万円（同 19.9％増）となりました。 

なお、事業の種類別セグメント区分を変更し、従来、情報及び通信サービスに含めて表示してい

いたＣＡＴＶを、第 1 四半期連結会計期間から区分して表示しております。このため、両セグメン

トの対前年同期比増減率は記載しておりません。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の分析） 

当第 2 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 10,336 百万円減少し 180,700

百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したこと等によ

るものです。 

また、純資産は、前連結会計年度末に比べ 832 百万円減少し 18,717 百万円となりました。この

主な要因は、配当の実施等により利益剰余金が減少したことやその他有価証券評価差額金が減少し

たこと等によるものです。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の 7.2％から 6.9％となりました。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第 2 四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 5,120 百

万円減少し 5,380 百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が 1,156 百万円でしたが、減

価償却費及びのれん償却額等、非資金項目に加え、売上債権の減少額等により 11,653 百万円の収

入（前年同期は 10,089 百万円の収入）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により 6,681

百万円の支出（前年同期は 6,261 百万円の支出）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、利息の支払、借入金の返済等により 10,092 百万円の支

出（前年同期は 5,359 百万円の支出）となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第 2 四半期連結累計期間の業績は予想を上回りましたが、通期の連結業績予想につきましては、

ＬＰガス事業におけるＣＰ（サウジアラビア国営石油会社であるサウジアラムコ社が決定するＬＰ

ガス通告価格：Contract Price）、気温等、現段階では先行きが不透明であるため、平成 22 年 5

月 7日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

２． その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産の減価償却費は、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。 

 

（特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計基準等の改正に伴う変更） 

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

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

号 平成 20 年 3 月 31 日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ 10 百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が 87

百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 150 百万

円であります。 

 

（上記以外の変更） 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,871 11,084

受取手形及び売掛金 16,111 20,298

有価証券 － 1,183

商品及び製品 6,886 6,719

仕掛品 1,787 1,487

原材料及び貯蔵品 684 679

その他 8,696 10,261

貸倒引当金 △394 △478

流動資産合計 39,643 51,236

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 49,585 49,734

機械装置及び運搬具（純額） 24,867 25,562

土地 22,355 21,994

その他（純額） 12,262 10,487

有形固定資産合計 109,071 107,778

無形固定資産   

のれん 12,867 13,186

その他 1,466 1,624

無形固定資産合計 14,333 14,810

投資その他の資産   

その他 18,408 17,934

貸倒引当金 △937 △796

投資その他の資産合計 17,471 17,138

固定資産合計 140,876 139,727

繰延資産 179 72

資産合計 180,700 191,036
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,395 11,193

短期借入金 51,354 61,343

1年内償還予定の社債 2,780 5,324

未払法人税等 1,372 1,806

引当金 1,431 1,290

その他 13,408 15,723

流動負債合計 80,742 96,682

固定負債   

社債 9,490 3,680

長期借入金 56,702 57,339

引当金 1,820 2,324

その他 13,227 11,460

固定負債合計 81,240 74,804

負債合計 161,983 171,487

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,004 14,004

資本剰余金 4,785 4,786

利益剰余金 △2,875 △2,239

自己株式 △2,706 △2,700

株主資本合計 13,208 13,851

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △676 △51

繰延ヘッジ損益 △44 －

評価・換算差額等合計 △720 △51

新株予約権 195 112

少数株主持分 6,034 5,637

純資産合計 18,717 19,549

負債純資産合計 180,700 191,036
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 72,189 80,288

売上原価 43,080 49,819

売上総利益 29,108 30,468

販売費及び一般管理費 26,097 27,984

営業利益 3,010 2,484

営業外収益   

受取利息 61 44

受取配当金 70 74

先物運用益 1,198 －

設備賃貸料 － 104

その他 492 257

営業外収益合計 1,822 480

営業外費用   

支払利息 1,056 1,073

有価証券売却損 142 －

その他 106 63

営業外費用合計 1,305 1,136

経常利益 3,527 1,828

特別利益   

固定資産売却益 9 2

伝送路設備補助金 19 25

その他 － 1

特別利益合計 28 29

特別損失   

固定資産売却損 4 0

固定資産除却損 510 477

減損損失 19 －

投資有価証券評価損 45 136

その他 36 86

特別損失合計 616 700

税金等調整前四半期純利益 2,939 1,156

法人税、住民税及び事業税 1,027 1,232

法人税等調整額 531 △317

法人税等合計 1,559 914

少数株主損益調整前四半期純利益 － 242

少数株主利益 418 596

四半期純利益又は四半期純損失（△） 961 △353
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,939 1,156

減価償却費 5,026 6,148

のれん償却額 1,126 1,316

減損損失 19 －

受取利息及び受取配当金 △131 △118

先物運用損益（△は益） △1,198 －

支払利息 1,056 1,073

固定資産売却損益（△は益） △4 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 45 136

固定資産除却損 510 477

売上債権の増減額（△は増加） 5,108 4,356

たな卸資産の増減額（△は増加） △416 △472

仕入債務の増減額（△は減少） △2,423 △823

未払消費税等の増減額（△は減少） △365 △110

その他 667 222

小計 11,960 13,361

法人税等の支払額 △1,871 △1,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,089 11,653

投資活動によるキャッシュ・フロー   

利息及び配当金の受取額 191 166

先物金融商品等の売買による収入及び支出（△は
支出）

△2,246 －

有価証券の取得による支出 △159 △24

有価証券の売却による収入 0 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,419 △7,478

有形及び無形固定資産の売却による収入 122 18

工事負担金等受入による収入 43 47

貸付けによる支出 △61 △94

貸付金の回収による収入 717 707

差入保証金の差入による支出 △660 －

差入保証金の回収による収入 2,403 －

その他 △192 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,261 △6,681
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

利息の支払額 △1,055 △1,081

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,262 △9,866

リース債務の返済による支出 △515 △837

長期借入れによる収入 13,268 13,477

長期借入金の返済による支出 △11,842 △14,237

社債の発行による収入 4,934 7,876

社債の償還による支出 △5,880 △4,734

少数株主からの株式買取による支出 △1,339 △1

自己株式の増減額（△は増加） △196 △6

配当金の支払額 △284 △281

少数株主への配当金の支払額 △189 △209

その他 5 △191

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,359 △10,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,532 △5,120

現金及び現金同等物の期首残高 6,998 10,501

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,466 5,380

㈱ＴＯＫＡＩ(8134) 平成23年3月期第2四半期決算短信

8



  該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

       前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日  至平成21年９月30日） 

（注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容  

             (1）事業区分は当社グループの事業部単位により区分しております。 

             (2) 各事業の主要な内容 

  

  

       〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該

当事項はありません。 

       

       〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間において、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略してお

ります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

  

ガス及び石
油 

(百万円) 

  

建築及び不
動産 

(百万円) 

  

情報及び通
信サービス

(百万円) 

  
その他 

(百万円) 
  

計 

(百万円) 
  

消去又は全
社 

(百万円) 

  
連結 

(百万円) 

売上高                           

(1）外部顧客に対す
る売上高 

40,157   5,534   23,908   2,588   72,189   －   72,189 

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

76   332   1,188   19   1,616   (1,616)  － 

計 40,234   5,866   25,097   2,608   73,806   (1,616)  72,189 

営業利益 2,170   －   2,391   －   4,079   (1,068)  3,010 

営業損失 －   154   －   327   －   － － 

                            

事業区分 主要な内容

ガス及び石油 
液化石油ガス、液化天然ガス、その他高圧ガス及び石油製品並びに飲料水
の製造及び販売、都市ガスの供給、関連商品の販売、関連設備・装置の建
設工事、セキュリティ等 

建築及び不動産 住宅等の建築、不動産の開発・販売及び賃貸、住宅設備機器等の建築用資
材・機器の販売、建物等の付帯設備・装置の建設工事等 

情報及び通信サービス コンピュータ用ソフト開発、情報処理、ＣＡＴＶ、インターネット接続、
通信機器販売及び代理店業務等 

その他 婚礼・催事、船舶修繕、バルブの製造・加工及び販売、保険及び旅行代理
業務、クレジットカード、電子商取引等 
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〔セグメント情報〕  

     １．報告セグメントの概要 

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

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもののうち、主要なものであ

ります。 

    当社は、商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。 

    したがって、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「ガス及び

石油事業」、「建築及び不動産事業」、「ＣＡＴＶ事業」及び「情報及び通信サービス事業」の４つを報告セグ

メントとしております。 

    「ガス及び石油事業」は、液化石油ガス・液化天然ガス・その他高圧ガス及び石油製品の販売、都市ガスの供

給、関連商品の販売、関連設備・装置の建設工事、飲料水の製造及び販売、セキュリティ等の事業を行っており

ます。「建築及び不動産事業」は、住宅等の建築、不動産の開発・販売及び賃貸、住宅設備機器等の建築用資

材・機器の販売、建物等の附帯設備・装置の建設工事等の事業を行っております。「ＣＡＴＶ事業」は、放送、

ＣＡＴＶ網によるインターネット等の事業を行っております。「情報及び通信サービス事業」は、コンピュータ

ー用ソフト開発、情報処理、インターネット接続、通信機器販売及び代理店業務等の事業を行っております。 

  

  

   ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

      当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

 （単位：百万円）

     （注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事

業、バルブ事業、保険事業等を含んでおります。 

  

  

   ３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

 （単位：百万円） 

 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

報告セグメント  
その他 

（注）  
合計  ガス及び 

石油  

建築及び 

不動産 
ＣＡＴＶ 

情報及び通

信サービス
計  

 売上高              

外部顧客への 

売上高 
42,717 6,591 10,977 16,897 77,184 3,103 80,288 

  セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

82 597 433 1,550 2,664 51 2,715 

   計 42,799 7,189 11,411 18,448 79,848 3,155 83,003 

 セグメント利益又

は損失（△） 
345 221 1,530 1,984 4,082 △394 3,688 

利益 金額 

 報告セグメント計 4,082 

 「その他」の区分の利益 △394 

 セグメント間取引消去 72 

 全社費用 △1,277 

 四半期連結損益計算書の営業利益 2,484 
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      ４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  

     該当事項はありません。 

  

  

   （追加情報） 

     第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

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

成20年３月21日）を適用しております。 

  

  該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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