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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 2,386 ― 126 ― 120 ― 74 ―

20年3月期第1四半期 2,481 1.1 189 20.7 186 20.4 114 23.4

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

21年3月期第1四半期 8.24 ―

20年3月期第1四半期 12.78 ―

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

21年3月期第1四半期 12,398 6,220 50.2 691.42
20年3月期 12,991 6,157 47.4 684.41

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  6,220百万円 20年3月期  6,157百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 4,540 3.7 △140 ― △150 ― △110 ― △12.23

通期 10,200 1.9 230 0.5 190 △9.6 100 △10.2 11.11

4.  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) 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  有  

(注) 詳細は２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) 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（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もの） 

(注) 詳細は２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 9,000,000株 20年3月期 9,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 2,665株 20年3月期 2,665株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 8,997,335株 20年3月期第1四半期 8,997,335株
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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20年4月～平成20年６月）の都市ガス販売量は、気温が高めに推移したため家庭用の１

戸当り消費量は減少しましたが業務用の新規需要家獲得等により、前年同期に比べ1.0％増の11,152千㎥とな
りました。ガス売上高は前年同期に比べ0.6％減の1,352百万円となり、連結売上高全体では、前年同期に比
べ3.8％減の2,386百万円となりました。
一方、利益については、都市ガス・ＬＰガス原料価格高騰による費用の増加、北本工場プラント設備の撤

去費用の発生、熱量変更費用の増加等により、連結営業利益は前年同期に比べ33.4％減の126百万円、連結経
常利益は前年同期に比べ35.4％減の120百万円、連結四半期純利益は前年同期に比べ35.5％減の74百万円とな
りました。
また、当社グループは、季節的変動が著しいガス事業の占めるウエイトが高いため、売上高及び利益は下

半期に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、主に現預金及び売掛債権の減少等により前連結会計年度末に比べ593百万円減

の12,398百万円となりました。
純資産は、当第１四半期純利益の計上等により前連結会計年度末に比べ63百万円増の6,220百万円となりま

した。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.8％増の50.2％となり、一株当たり純資産は、
前連結会計年度末に比べ７円１銭増の691円42銭となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
中間期の経常利益は赤字と予想しておりますが、これは当社グループ特有の季節的変動要因によるもので

す。また中間期、通期ともに業績予想の修正はしておりません。
　

4. 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)

該当事項はありません。

(2) 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
①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資産については、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。
②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

　一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用
　した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(3) 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
① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四

　 半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しており
　 ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会

　 計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から
　 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。
　 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありま

　 せん。
③ リース取引に関する会計基準の適用
　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平

　成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（
　企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指
　針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に
　係る方法に準じた会計処理によっております。
　なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありま

　せん。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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20年３月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 161,186 162,619

供給設備 6,351,729 6,493,061

業務設備 638,594 641,459

その他の設備 809,323 818,521

建設仮勘定 76,441 64,928

有形固定資産合計 8,037,275 8,180,591

無形固定資産

のれん 673,301 682,587

その他 36,251 37,760

無形固定資産合計 709,553 720,348

投資その他の資産

投資有価証券 126,751 108,708

繰延税金資産 121,262 128,127

その他 260,795 245,660

投資その他の資産合計 508,808 482,496

固定資産合計 9,255,637 9,383,435

流動資産

現金及び預金 822,396 1,088,987

受取手形及び売掛金 641,929 902,115

製品 56,187 105,185

原料 24,992 26,003

貯蔵品 101,494 100,775

仕掛品 12,100 －

繰延税金資産 38,390 62,244

その他 427,677 362,150

貸倒引当金 △11,745 △17,707

流動資産合計 2,113,423 2,629,755

繰延資産

開発費 1,029,182 978,249

繰延資産合計 1,029,182 978,249

資産合計 12,398,243 12,991,440
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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20年３月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 2,530,500 2,777,095

退職給付引当金 236,339 230,945

役員退職慰労引当金 159,539 172,955

ガスホルダー修繕引当金 33,542 30,527

その他 17,280 17,280

固定負債合計 2,977,202 3,228,804

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,003,120 1,019,650

支払手形及び買掛金 369,942 564,347

短期借入金 200,000 －

未払法人税等 39,384 106,234

関係会社短期債務 985,350 1,339,090

賞与引当金 30,851 85,692

その他 571,443 489,787

流動負債合計 3,200,091 3,604,802

負債合計 6,177,293 6,833,607

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 72,548 72,548

利益剰余金 5,593,975 5,542,320

自己株式 △1,134 △1,134

株主資本合計 6,165,388 6,113,733

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 55,561 44,098

評価・換算差額等合計 55,561 44,098

純資産合計 6,220,950 6,157,832

負債純資産合計 12,398,243 12,991,440
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,386,536

売上原価 1,297,561

売上総利益 1,088,975

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 835,251

一般管理費 127,439

供給販売費及び一般管理費合計 962,691

営業利益 126,283

営業外収益

受取利息 182

受取配当金 1,169

雑収入 2,512

営業外収益合計 3,864

営業外費用

支払利息 9,916

営業外費用合計 9,916

経常利益 120,231

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,011

特別利益合計 3,011

税金等調整前四半期純利益 123,242

法人税、住民税及び事業税 24,865

法人税等調整額 24,229

法人税等合計 49,094

四半期純利益 74,148
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

― 6 ―

決算短信 2008年07月30日 11時39分 02966xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



新日本瓦斯㈱(9542)平成20年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前四半期にかかる財務諸表

(要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 2,481,997

Ⅱ 売上原価 1,376,845

　 売上総利益 1,105,152

Ⅲ 販売費及び一般管理費 915,664

　 営業利益 189,487

Ⅳ 営業外収益 6,124

Ⅴ 営業外費用 9,596

　 経常利益 186,016

Ⅵ 特別利益 1,824

Ⅶ 特別損失 0

　 税金等調整前
　 四半期純利益

187,840

　 法人税、住民税及び事業税 71,761

　 法人税等調整額 1,088

　 四半期純利益 114,990
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