
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 新日本瓦斯株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9542 URL http://www.shinnihon-gas.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山本 勝

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 室岡 弘一 TEL 048-592-2411

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年11月19日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 4,313 ― △57 ― △66 ― △40 ―

20年3月期第2四半期 4,376 △2.0 △77 ― △85 ― △63 ―

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2四半期 △4.50 ―

20年3月期第2四半期 △7.01 ―

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2四半期 12,026 6,086 50.6 676.50
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2四半期  6,086百万円 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 ― 2.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 10,200 1.9 230 0.5 190 △9.6 △208 ― △23.12

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、３ページ【定性的情報・財務諸表当等】 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、３ページ【定性的情報・財務諸表当等】 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2四半期  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2四半期  2,715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2四半期  8,997,327株 20年3月期第2四半期  8,997,335株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰による企業収益の悪化や個
人消費の停滞に加え、米国のサブプライムローン問題を背景とした金融市場の混乱から、円高、株安など
により、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 
エネルギー業界では、原油高騰に伴う原料価格の上昇に加え、規制緩和などを背景に家庭用から工業用

のあらゆる分野で、エネルギー間の競合が一段と激しさを増しており、ガス事業を取巻く環境は大変厳し
い状況となっております。 
このような状況の中で当社グループは、環境にやさしい天然ガス（13Ａ)への熱量変更作業を進めると

ともに、ガスの普及拡大を図るため積極的な提案営業、保安の確保および安定供給に努めてまいりまし
た。 
当第２四半期連結累計期間(平成20年４月～平成20年９月)の都市ガス販売量は、春先の水温が高めに推

移した影響により家庭用の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2.2％増の20,135千㎥となりました。ガス売上高は前年同期に比べ0.4％減の2,330百万円、連結売
上高全体では、前年同期に比べ1.4％減の4,313百万円となりました。 
一方、利益については、ＬＰガス原料価格高騰による売上原価の増加、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、連結営業損失は57百万円、連結経常損失は66百万円、連結第２
四半期純損失は40百万円となりました。 
また、当社グループの業績は、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。 
  

当第２四半期末の総資産は、主に現金及び預金並びに売掛債権の減少等により前連結会計年度末に比べ
964百万円減の12,026百万円となりました。 
純資産は、当第２四半期純損失の計上等により前連結会計年度末に比べ71百万円減の6,086百万円とな

りました。この結果、自己資本比率は、総資産の減少により前連結会計年度末に比べ3.2％増の50.6％と
なり、一株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて７円91銭減の676円50銭となりました。 

  

通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は当初予想数値を若干下回り
ましたが、通期の売上高は年初予想の10,200百万円を変更しておりません。利益面につきましては、上期
経費の期ずれ分が下期に計上されるため通期での営業利益、経常利益は変更しておりませんが、下期で当
社の連結子会社である白岡ガス株式会社を整理統合することに伴い、特別損失に関係会社整理損658百万
円の計上が見込まれるため、当期純損失208百万円となる見通しであります。 
なお、当該特別損失の詳細につきましては、本日公表の「当社子会社の解散及び特別損失の計上につい

て」をご覧ください。 
また、平成20年４月28日の決算短信で発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りであ

ります。 
  
（通期） 

 
(注) 上記の予想は、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、実際の業績は、今

後様々な要因によって数値予想と異なる場合があります。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

項     目 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

 前回発表予想（Ａ） 10,200 230 190 100 11  11

 今回修正予想（Ｂ） 10,200 230 190 △208 △23 12

 増減額（Ｂ－Ａ） ─ ─ ─ △308 ─

 増減率（％） ─ ─ ─ ─ ─

 （ご参考）前期実績 
（平成20年３月）

10,013 228 210 111 12 37
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 該当事項はありません。 
  

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。 

  

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軽微であ 

  ります。 
  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部 

固定資産 

有形固定資産 

製造設備 159,752 162,619 

供給設備 6,227,638 6,493,061 

業務設備 659,611 641,459 

その他の設備 800,140 818,521 

建設仮勘定 151,892 64,928 

有形固定資産合計 7,999,034 8,180,591 

無形固定資産 

のれん 664,016 682,587 

その他 34,664 37,760 

無形固定資産合計 698,681 720,348 

投資その他の資産 

投資有価証券 95,636 108,708 

繰延税金資産 137,462 128,127 

その他 352,921 245,660 

投資その他の資産合計 586,021 482,496 

固定資産合計 9,283,737 9,383,435 

流動資産 

現金及び預金 665,749 1,088,987 

受取手形及び売掛金 464,653 902,115 

製品 45,239 105,185 

原料 24,993 26,003 

貯蔵品 105,988 100,775 

繰延税金資産 66,614 62,244 

その他 348,609 362,150 

貸倒引当金 △10,514 △17,707 

流動資産合計 1,711,334 2,629,755 

繰延資産 

開発費 1,031,580 978,249 

繰延資産合計 1,031,580 978,249 

資産合計 12,026,652 12,991,440 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

固定負債 

長期借入金 2,534,245 2,777,095 

退職給付引当金 252,111 230,945 

役員退職慰労引当金 165,344 172,955 

ガスホルダー修繕引当金 36,557 30,527 

その他 109,537 17,280 

固定負債合計 3,097,796 3,228,804 

流動負債 

1年以内に期限到来の固定負債 1,049,830 1,019,650 

支払手形及び買掛金 307,786 564,347 

短期借入金 200,000 － 

未払法人税等 25,174 106,234 

関係会社短期債務 723,338 1,339,090 

賞与引当金 91,474 85,692 

その他 444,570 489,787 

流動負債合計 2,842,175 3,604,802 

負債合計 5,939,972 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 5,479,342 5,542,320 

自己株式 △1,151 △1,134 

株主資本合計 6,050,738 6,113,733 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 35,941 44,098 

評価・換算差額等合計 35,941 44,098 

純資産合計 6,086,679 6,157,832 

負債純資産合計 12,026,652 12,991,440 
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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：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,313,938 

売上原価 2,383,013 

売上総利益 1,930,925 

供給販売費及び一般管理費 

供給販売費 1,747,014 

一般管理費 241,505 

供給販売費及び一般管理費合計 1,988,520 

営業利益 △57,595 

営業外収益 

受取利息 720 

受取配当金 1,193 

雑収入 8,322 

営業外収益合計 10,236 

営業外費用 

支払利息 19,462 

営業外費用合計 19,462 

経常利益 △66,820 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 3,896 

事業譲渡益 15,553 

特別利益合計 19,449 

特別損失 

固定資産売却損 863 

固定資産除却損 238 

有価証券評価損 497 

特別損失合計 1,598 

税金等調整前四半期純利益 △48,969 

法人税、住民税及び事業税 600 

法人税等調整額 △9,085 

法人税等合計 △8,485 

四半期純利益 △40,484 
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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。 

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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前中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 4,376,614 100.0

Ⅱ 売上原価 2,543,242 58.1

  売上総利益 1,833,371 41.9

Ⅲ 供給販売費及び 
  一般管理費

1,910,380 1,910,380 43.6

  営業利益又は
  営業損失(△)

△77,008 △1.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 595

 ２ 受取配当金 2,688

 ３ 保険金収入 3,457

 ４ 線下補償料収入 953

 ５ 雑収入 4,773 12,469 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 20,511 20,511 0.5

  経常利益又は
  経常損失(△）

△85,050 △1.9

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 220

 ２ ガスホルダー修繕
   引当金戻入額

2,900 3,120 0.1

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益
   又は税金等調整前 
   中間純損失(△)

△81,930 △1.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

532

   法人税等調整額 △19,347 △18,815 △0.4

   中間(当期)純利益 
     又は中間純損失(△)

△63,115 △1.4
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