
平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日 ～ 平成19年６月30日） 

２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日 ～ 平成20年３月31日） 【参考】 

(財)財務会計基準機構会員

      平成19年７月30日

上場会社名 東日本ガス株式会社 上場取引所 東証第二部 

コード番号 9544 ＵＲＬ http://www.hngas.co.jp 

代表者     （役職名）代表取締役社長 （氏名）和 上 明 則 

問合せ先責任者 （役職名）取締役管理部長 （氏名）石 塚 憲 一 ＴＥＬ 0297（72）3165 

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第１四半期 2,253 1.1 182 △16.8 169 △18.1 107 △19.6 

19年３月期第１四半期 2,230 17.8 219 △6.8 207 △7.2 133 △7.4 

19年３月期 9,243 － 558 － 517 － 328 － 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

  円 銭 円 銭 

20年３月期第１四半期 14 22   － 

19年３月期第１四半期 17 65   － 

19年３月期 43 40   － 

(2）連結財政状態  

  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 

20年３月期第１四半期 11,982 5,591 46.7 738 90 

19年３月期第１四半期 12,186 5,347 43.9 705 42 

19年３月期 12,584 5,509 43.8 728 09 

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年３月期第１四半期 341 △526 △184 699 

19年３月期第１四半期 507 △480 △115 666 

19年３月期 2,086 △1,475 △297 1,068 

  （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

  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 

中間期 4,175 2.4 △8 － △33 － △34 － △4 55 

通 期 9,868 6.8 673 20.6 612 18.4 386 17.5 51 05 
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３．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              ： 有 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            ： 無 

（参考）個別業績の概要 

１．平成20年３月期第１四半期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

(1) 個別経営成績 （％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（当期）純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第１四半期 2,243 2.0 180 △16.9 168 △18.0 106 △19.4 

19年３月期第１四半期 2,199 16.9 217 △9.4 204 △9.9 131 △10.1 

19年３月期 9,182 － 547 － 504 － 319 － 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

  円 銭 円 銭 

20年３月期第１四半期 14 06   － 

19年３月期第１四半期 17 41   － 

19年３月期 42 22   － 

(2) 個別財政状態  

  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 

20年３月期第１四半期 11,835 5,530 46.7 730 78 

19年３月期第１四半期 12,038 5,294 44.0 698 41 

19年３月期 12,432 5,449 43.8 720 13 

  （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

  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 

中間期 4,147 2.8 △10 － △35 － △35 － △4 63 

通 期 9,800 6.7 660 20.6 600 18.9 379 18.5 50 08 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期（平成19年４月１日～平成19年６月30日）の連結売上高は、前年同期に比べ気温が高く推移した影響を

受けガス販売量が伸び悩みましたため2,253百万円（前年同期比1.1％増）となりました。事業の種類別セグメントで

は、ガス事業売上高は、家庭用販売量が高気温の影響により給湯需要が伸び悩み減少いたしましたが、業務用は大口需

要家への販売量が好調に推移いたしましたため1,677百万円（前年同期比0.8％増）、工事・器具事業売上高は、新築マ

ンション向けガス内管工事が減少したこと等により379百万円（同7.0％減）、その他の事業売上高は、お客さま件数の

順調な伸びによるＬＰガス売上の増加等により215百万円（同21.0％増）となりました。（以上いずれもセグメント間

の売上（合計19百万円）を含みます。） 

 一方、利益面につきましては、徹底した経費の節減並びに業務の効率化に努めましたものの、新規顧客獲得のための

需要開発費及びリフォーム事業拡大に伴う労務費の増加があり、営業利益は182百万円（前年同期比16.8％減）、経常

利益は169百万円（同18.1％減）、第１四半期純利益は107百万円（同19.6％減）となりました。 

 なお、当社グループの業績は、季節的変動が著しいガス事業のウェイトが高いため、その性質上ガスの需要期にあた

る冬期（下期）に売上高が偏る傾向があります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は11,982百万円となり、前連結会計年度末に比べ601百万円の減少となりました。その主な

要因は、現金及び預金の減少額369百万円、減価償却による有形固定資産の減少額113百万円等によるものであります。

 なお、純資産は5,591百万円となり、自己資本比率は46.7％と前連結会計年度末に比べ2.9ポイント上昇いたしまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は699百万円となり、前連結会計年度末と比較して369百万円の減少とな

りました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は341百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期

純利益170百万円、減価償却費361百万円等であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額250百万円、法人税等の支

払額158百万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は526百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による

支出525百万円等によるものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は184百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の純減少額158百

万円等によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の連結決算業績は当初計画をわずかながら上回る水準で推移いたしましたが、中間期、通期の業績予想

につきましては、平成19年４月26日の決算短信で発表した業績予想を変更しておりません。 

４．その他 

会計処理の方法における簡便な方法の採用 

財務諸表等の作成に際しては、中間連結財務諸表規則に準拠しておりますが、以下の事項については実施しておりま

せん。 

・負債性引当金の計上方法 

 影響額が僅少な項目については、当連結会計年度の繰入見込額のうち当四半期分を計上しております。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
第１四半期末） 

増減 
（参考） 

平成19年３月期末 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）     

Ⅰ 固定資産     

有形固定資産 10,108,431 9,972,489 △135,942 △1.3 10,086,175 

無形固定資産 81,614 74,997 △6,617 △8.1 80,852 

投資その他の資
産 

543,348 502,225 △41,123 △7.6 508,801 

固定資産合計 10,733,394 10,549,711 △183,683 △1.7 10,675,829 

Ⅱ 流動資産     

現金及び預金 666,001 699,244 33,242 5.0 1,068,391 

受取手形及び売
掛金 

441,851 376,281 △65,570 △14.8 488,174 

たな卸資産 197,007 185,200 △11,806 △6.0 234,723 

その他 153,648 177,839 24,190 15.7 122,226 

貸倒引当金 △5,788 △5,370 418 △7.2 △4,920 

流動資産合計 1,452,720 1,433,194 △19,525 △1.3 1,908,596 

資産合計 12,186,114 11,982,906 △203,208 △1.7 12,584,426 

（負債の部）     

Ⅰ 固定負債     

長期借入金 2,825,246 2,550,672 △274,574 △9.7 2,689,448 

退職給付引当金 333,146 316,781 △16,365 △4.9 318,245 

その他 221,762 273,644 51,882 23.4 260,595 

固定負債合計 3,380,155 3,141,098 △239,057 △7.1 3,268,288 

Ⅱ 流動負債     

１年以内に期限
到来の固定負債 

1,058,354 1,024,574 △33,780 △3.2 1,044,384 

支払手形及び買
掛金 

219,433 216,781 △2,652 △1.2 311,450 

関係会社短期債
務 

973,646 884,405 △89,241 △9.2 1,314,850 

短期借入金 500,000 500,000 － － 500,000 

その他 707,124 624,475 △82,648 △11.7 635,638 

流動負債合計 3,458,558 3,250,235 △208,322 △6.0 3,806,323 

負債合計 6,838,713 6,391,334 △447,379 △6.5 7,074,611 
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科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
第１四半期末） 

増減 
（参考） 

平成19年３月期末 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

資本金 600,000 600,000 － － 600,000 

資本剰余金 203,838 203,894 56 0.0 203,894 

利益剰余金 4,542,681 4,792,173 249,492 5.5 4,711,076 

自己株式 △2,399 △9,062 △6,662 277.7 △9,062 

株主資本合計 5,344,119 5,587,005 242,885 4.5 5,505,908 

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券
評価差額金 

3,281 4,567 1,285 39.2 3,906 

評価・換算差額等
合計 

3,281 4,567 1,285 39.2 3,906 

純資産合計 5,347,401 5,591,572 244,171 4.6 5,509,814 

負債純資産合計 12,186,114 11,982,906 △203,208 △1.7 12,584,426 
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

増減 
（参考） 

平成19年３月期 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,230,220 2,253,908 23,688 1.1 9,243,574 

Ⅱ 売上原価 1,113,626 1,147,472 33,845 3.0 5,016,499 

売上総利益 1,116,593 1,106,435 △10,157 △0.9 4,227,074 

Ⅲ 供給販売費及び一
般管理費 

897,410 924,017 26,606 3.0 3,668,308 

営業利益 219,182 182,418 △36,763 △16.8 558,765 

Ⅳ 営業外収益 2,537 1,565 △971 △38.3 18,460 

受取配当金 87 90 3 3.8 110 

負ののれん償却
額 

651 － △651 △100.0 2,604 

受取保険金 384 178 △205 △53.5 7,153 

不動産賃貸料 1,215 943 △272 △22.4 3,014 

雑収入 198 352 153 77.4 5,577 

Ⅴ 営業外費用 14,458 14,191 △267 △1.8 59,906 

支払利息 14,458 14,184 △273 △1.9 59,814 

雑支出 － 6 6 － 92 

経常利益 207,261 169,792 △37,468 △18.1 517,319 

Ⅵ 特別利益 2,710 810 △1,900 △70.1 2,710 

税金等調整前四
半期（当期）純
利益 

209,971 170,602 △39,368 △18.7 520,029 

法人税、住民税
及び事業税 

99,300 86,100 △13,200 △13.3 205,700 

法人税等調整額 △23,135 △23,080 55 △0.2 △14,355 

四半期（当期）
純利益 

133,807 107,583 △26,224 △19.6 328,684 
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第１四半期連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年６月30日） （単位：千円）

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高 600,000 203,838 4,441,695 △2,399 5,243,133 4,175 4,175 5,247,309 

第１四半期中の変動額                

剰余金の配当     △30,321   △30,321     △30,321 

役員賞与     △2,500   △2,500     △2,500 

第１四半期純利益     133,807   133,807     133,807 

株主資本以外の項目の第１
四半期中の変動額（純額） 

          △894 △894 △894 

第１四半期中の変動額合計 － － 100,985 － 100,985 △894 △894 100,091 

平成18年６月30日残高 600,000 203,838 4,542,681 △2,399 5,344,119 3,281 3,281 5,347,401 

当第１四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日） （単位：千円）

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

評価・換算
差額等合計 

平成19年３月31日残高 600,000 203,894 4,711,076 △9,062 5,505,908 3,906 3,906 5,509,814 

第１四半期中の変動額                

剰余金の配当     △26,486   △26,486     △26,486 

第１四半期純利益     107,583   107,583     107,583 

株主資本以外の項目の第１
四半期中の変動額（純額） 

          660 660 660 

第１四半期中の変動額合計 － － 81,097 － 81,097 660 660 81,758 

平成19年６月30日残高 600,000 203,894 4,792,173 △9,062 5,587,005 4,567 4,567 5,591,572 

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） （単位：千円）

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高 600,000 203,838 4,441,695 △2,399 5,243,133 4,175 4,175 5,247,309 

連結会計年度中の変動額                

剰余金の配当     △56,803   △56,803     △56,803 

役員賞与     △2,500   △2,500     △2,500 

当期純利益     328,684   328,684     328,684 

自己株式の取得       △7,347 △7,347     △7,347 

自己株式の売却   56   684 740     740 

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純
額） 

          △269 △269 △269 

連結会計年度中の変動額合計 － 56 269,381 △6,662 262,774 △269 △269 262,504 

平成19年３月31日残高 600,000 203,894 4,711,076 △9,062 5,505,908 3,906 3,906 5,509,814 
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

（参考） 
平成19年３月期 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期（当期）純利益 209,971 170,602 520,029 

減価償却費 359,530 361,444 1,511,575 

長期前払費用償却費 16,715 10,443 66,862 

負ののれん償却額 △651 － △2,604 

受取利息及び受取配当金 △87 △154 △418 

支払利息 14,458 14,184 59,814 

有形固定資産除却損 2,274 2,842 11,526 

売上債権の増減額（増加：△） 139,770 111,893 93,447 

たな卸資産の増減額（増加：△） 28,107 49,523 △9,609 

仕入債務の増減額（減少：△） △158,122 △250,882 77,951 

その他 65,421 43,909 20,078 

小計 677,388 513,807 2,348,652 

利息及び配当金の受取額 87 154 418 

利息の支払額 △14,205 △14,366 △59,276 

法人税等の支払額 △155,997 △158,148 △203,528 

営業活動によるキャッシュ・フロー 507,272 341,446 2,086,266 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △476,916 △525,691 △1,523,669 

有形固定資産の売却による収入 1,628 1,360 1,628 

長期前払費用の増加による支出 △80 － △440 

その他 △4,694 △1,919 47,363 

投資活動によるキャッシュ・フロー △480,062 △526,250 △1,475,118 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － － 500,000 

短期借入金の返済による支出 － － △500,000 

長期借入れによる収入 200,000 100,000 850,000 

長期借入金の返済による支出 △288,976 △258,586 △1,088,744 

その他 △26,842 △25,757 △58,623 

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,818 △184,343 △297,367 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少：△） 

△88,608 △369,147 313,781 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 754,609 1,068,391 754,609 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 666,001 699,244 1,068,391 

東日本ガス㈱（9544） 平成20年３月期第１四半期財務・業況の概況

- 8 -



６．（要約）四半期個別財務諸表 

(1）（要約）四半期貸借対照表 

科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
第１四半期末） 

増減 
（参考） 

平成19年３月期末 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）     

Ⅰ 固定資産     

有形固定資産 10,104,243 9,969,562 △134,681 △1.3 10,081,602 

無形固定資産 81,028 74,411 △6,617 △8.2 80,266 

投資その他の資
産 

547,560 508,285 △39,274 △7.2 515,137 

固定資産合計 10,732,832 10,552,259 △180,573 △1.7 10,677,006 

Ⅱ 流動資産     

現金及び預金 556,290 567,393 11,103 2.0 930,798 

受取手形及び売
掛金 

332,466 273,786 △58,680 △17.7 383,224 

たな卸資産 174,836 165,119 △9,717 △5.6 220,870 

その他 247,914 282,032 34,117 13.8 225,160 

貸倒引当金 △5,790 △5,370 420 △7.3 △4,920 

流動資産合計 1,305,718 1,282,961 △22,756 △1.7 1,755,133 

資産合計 12,038,550 11,835,220 △203,330 △1.7 12,432,139 

（負債の部）     

Ⅰ 固定負債     

長期借入金 2,825,246 2,550,672 △274,574 △9.7 2,689,448 

退職給付引当金 296,970 286,801 △10,169 △3.4 288,376 

その他 213,811 266,341 52,530 24.6 253,636 

固定負債合計 3,336,028 3,103,815 △232,212 △7.0 3,231,461 

Ⅱ 流動負債     

１年以内に期限
到来の固定負債 

1,058,354 1,024,574 △33,780 △3.2 1,044,384 

支払手形及び買
掛金 

187,503 193,670 6,166 3.3 300,806 

関係会社短期債
務 

968,205 863,199 △105,005 △10.8 1,272,348 

短期借入金 500,000 500,000 － － 500,000 

その他 694,229 619,827 △74,402 △10.7 633,595 

流動負債合計 3,408,292 3,201,270 △207,021 △6.1 3,751,134 

負債合計 6,744,320 6,305,086 △439,234 △6.5 6,982,595 
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科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
第１四半期末） 

増減 
（参考） 

平成19年３月期末 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

資本金 600,000 600,000 － － 600,000 

資本剰余金 203,838 203,894 56 0.0 203,894 

利益剰余金 4,489,509 4,730,735 241,225 5.4 4,650,806 

自己株式 △2,399 △9,062 △6,662 277.7 △9,062 

株主資本合計 5,290,948 5,525,567 234,619 4.4 5,445,638 

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券
評価差額金 

3,281 4,567 1,285 39.2 3,906 

評価・換算差額等
合計 

3,281 4,567 1,285 39.2 3,906 

純資産合計 5,294,229 5,530,134 235,904 4.5 5,449,544 

負債純資産合計 12,038,550 11,835,220 △203,330 △1.7 12,432,139 
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(2）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

増減 
（参考） 

平成19年３月期 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ ガス売上 1,663,441 1,677,133 13,692 0.8 6,418,360 

Ⅱ 売上原価 608,592 626,768 18,176 3.0 2,475,063 

売上総利益 1,054,849 1,050,365 △4,483 △0.4 3,943,296 

Ⅲ 供給販売費及び一
般管理費 

879,578 911,821 32,242 3.7 3,596,755 

事業利益 175,270 138,544 △36,725 △21.0 346,541 

Ⅳ 営業雑収益 357,238 350,636 △6,602 △1.8 1,871,793 

Ⅴ 営業雑費用 309,300 302,704 △6,596 △2.1 1,655,269 

Ⅵ 附帯事業収益 178,509 215,907 37,397 21.0 892,777 

Ⅶ 附帯事業費用 184,693 221,960 37,266 20.2 908,427 

営業利益 217,024 180,424 △36,600 △16.9 547,415 

Ⅷ 営業外収益 2,290 1,848 △442 △19.3 17,054 

受取配当金 87 90 3 3.8 110 

受取保険金 384 178 △205 △53.5 7,153 

不動産賃貸料 1,365 1,093 △272 △19.9 3,614 

雑収入 452 485 32 7.1 6,175 

Ⅸ 営業外費用 14,439 14,187 △252 △1.7 59,819 

支払利息 14,439 14,180 △258 △1.8 59,727 

雑支出 － 6 6 － 92 

経常利益 204,875 168,085 △36,790 △18.0 504,650 

Ⅹ 特別利益 2,710 810 △1,900 △70.1 2,710 

税引前四半期
（当期）純利益 

207,585 168,895 △38,690 △18.6 507,360 

法人税等 97,500 84,400 △13,100 △13.4 203,900 

法人税等調整額 △21,870 △21,920 △49 0.2 △16,274 

四半期（当期）
純利益 

131,956 106,415 △25,540 △19.4 319,734 
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