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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 740,057 ― △9,555 ― △11,462 ― △1,675 ―

20年3月期第2四半期 636,911 5.5 33,191 △47.1 31,712 △43.0 19,828 △45.0

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 △0.63 ―

20年3月期第2四半期 7.41 7.20

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 1,767,265 749,004 41.7 278.91
20年3月期 1,703,651 780,455 45.1 289.49

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  737,335百万円 20年3月期  769,072百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

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 1,781,000 19.7 10,000 △85.7 4,000 △94.0 9,000 △78.8 3.40

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・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
１．平成20年７月29日発表の連結業績予想の修正を行っています。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予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性
的情報をご覧下さい。 
２．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)を適用しています。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います。  

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  2,717,571,295株 20年3月期  2,741,571,295株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  73,967,307株 20年3月期  84,937,500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  2,646,424,434株 20年3月期第2四半期  2,675,697,962株



※平成21年３月期の個別業績予想

 

　(平成20年４月１日～平成21年３月31日）

 

 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 
1,530,000 △11,000 △13,000 △6,000 △2.27

　業績予想の修正を行っており、本資料では修正後の予想数値を記載しています。
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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２四半期累計期間（20年４月～９月）のガス販売量は商業用需要が減少したものの、工業用需要及び他事業者

向け供給が堅調に増加したこと等により、前年同四半期比4.1％増の6,730百万㎥と順調な伸びを達成し、ガス売上高

は同18.4％増の5,537億円となりました。

　このガス売上高の増加等を受け、連結売上高は同16.2％増の7,400億円となりました。

　一方、営業費用については経営効率化の一層の推進を図り、費用の抑制に最大限の努力を重ねてまいりましたもの

の、ガス原材料費等が増加した結果、同24.2％増の7,496億円となりました。

　この結果、営業損益は同426億円減の△95億円、経常損益は431億円減の△114億円となりました。

これに加え、リース会計基準の適用に伴う影響額78億円及び厚生年金基金代行返上益15億円を特別利益に計上し、

法人税等を計上した結果、四半期純損益は同214億円減の△16億円となりました。

　売上高についてはガス事業の売上高がその大半を占めているため、事業の性質上気温等の影響により著しい季節的

変動があります。

　なお、前年同四半期比は参考として記載しています。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　20年３月期末に比べ、総資産は受取手形及び売掛金の残高の減少等があったもののLNG等原材料及び貯蔵品の残高

増加並びに繰延税金資産の残高増加等により636億円増加し、１兆7,672億円となりました。

　純資産は、剰余金の配当(106億円)、自己株式の市場買付実施(99億円)及びその他有価証券評価差額金の減少(63億

円)等により減少し、7,490億円となりました。

　総資産が増加したのに対し、自己資本(株主資本及び評価・換算差額等の合計)が減少した結果、自己資本比率は

41.7％と3.4ポイント下落しました。

　また、１株当たり純資産は10円58銭減少し、278円91銭となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　20年７月29日公表の21年３月期第１四半期決算短信に記載した連結業績予想に対して、前提となる経済フレームに

つき、原油価格下落を反映して通期の原油価格見通しを112.32＄／bbl（10月以降平均105＄／bbl）に変更しました。

なお、10月以降の為替レートの見通しについてはこれまでと同じく105円／＄で変更せず、通期の為替レート見通し

は105円55銭／＄となります。

その結果、連結においては主に当社の個別業績予想の修正により売上高は210億円減の１兆7,810億円となるものの、

営業損益は270億円増の100億円、経常損益は270億円増の40億円、当期純損益は160億円増の90億円と、それぞれ前回

業績予想を上回る見通しです。

　当社個別業績予想についても修正をしており、同じく20年７月29日公表の21年３月期第１四半期決算短信に記載し

た個別業績予想に対し、ガス売上高が原料費調整制度に基づく料金単価調整（21年１月から３月までの小口規制ガス

料金の原料費調整における激変緩和措置による減収影響を含みます）、及びガス販売量減少（△0.1％）等により130

億円減少すること等から、売上高は180億円減の１兆5,300億円となる見通しです。一方、原油価格見通しを下方修正

したことにより原材料費が411億円減少すること等から、総費用は440億円減少する見込みです。

以上の要因により、営業損益は260億円増の△110億円、経常損益は260億円増の△130億円、当期純損益は160億円

増の△60億円と、それぞれ前回業績予想を上回る見通しです。

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）

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簡便な会計処理

イ　一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法　

　貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度

決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用し

ています。

ロ　棚卸資産の評価方法

　棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切

下げを行う方法を採用しています。
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ハ　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、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場合に、前連結会計年度決算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を採用しています。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純損益（累計期間）に当該見積実効税率等を乗じて計

算しています。

（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

①四半期連結財務諸表

　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　平成19年３月14日)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　平成19年３月14日)を適用していま

す。また、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「四半期連結財務諸表規則」と

いいます)に基づいて四半期連結財務諸表を作成しています。

　②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっていましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号  平成18年７月５日)が

適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法)により算定しています。

この変更は、損益に影響を及ぼしていません。

　③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

(実務対応報告第18号　平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っています。

　この変更による損益への影響は、軽微です。

　④リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部

会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平

成６年１月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることとなったことに伴い、第１四半期連

結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。また、借主側で

は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

借主側のこの変更による損益への影響は、軽微です。

貸主側ではこの変更による営業損益及び経常損益への影響は軽微ですが、税金等調整前四半期純損益は8,258

百万円増加しています。
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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：百万円）

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 194,204 200,585

供給設備 475,022 486,845

業務設備 59,191 60,765

その他の設備 301,018 303,189

休止設備 316 316

建設仮勘定 77,845 72,419

有形固定資産合計 1,107,598 1,124,122

無形固定資産   

のれん 1,538 1,833

その他無形固定資産 23,023 21,385

無形固定資産合計 24,562 23,219

投資その他の資産   

投資有価証券 131,673 131,443

長期貸付金 24,580 18,485

繰延税金資産 35,131 31,635

その他投資 37,662 48,072

貸倒引当金 △929 △614

投資その他の資産合計 228,119 229,022

固定資産合計 1,360,280 1,376,365

流動資産   

現金及び預金 51,682 46,092

受取手形及び売掛金 150,229 172,889

リース債権及びリース投資資産 23,197 －

商品及び製品 5,848 3,742

仕掛品 132 64

原材料及び貯蔵品 72,654 34,718

繰延税金資産 24,092 13,704

その他流動資産 79,683 56,590

貸倒引当金 △536 △516

流動資産合計 406,984 327,286

資産合計 1,767,265 1,703,651



（単位：百万円）

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   

社債 321,489 331,489

長期借入金 181,358 155,648

繰延税金負債 2,827 3,066

退職給付引当金 91,748 93,557

ガスホルダー修繕引当金 3,507 3,558

保安対策引当金 2,020 2,957

その他固定負債 25,274 26,346

固定負債合計 628,226 616,624

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 83,180 63,359

支払手形及び買掛金 96,724 99,352

短期借入金 6,669 8,378

未払法人税等 17,358 25,150

繰延税金負債 1 1

その他流動負債 186,099 110,327

流動負債合計 390,033 306,570

負債合計 1,018,260 923,195

純資産の部   

株主資本   

資本金 141,844 141,844

資本剰余金 2,065 2,065

利益剰余金 608,296 634,116

自己株式 △35,814 △42,774

株主資本合計 716,392 735,251

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,667 31,917

繰延ヘッジ損益 △3,396 424

為替換算調整勘定 △1,326 1,479

評価・換算差額等合計 20,943 33,820

少数株主持分 11,669 11,382

純資産合計 749,004 780,455

負債純資産合計 1,767,265 1,703,651



（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）

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 740,057

売上原価 531,721

売上総利益 208,335

供給販売費及び一般管理費  

供給販売費 182,558

一般管理費 35,333

供給販売費及び一般管理費合計 217,891

営業損失（△） △9,555

営業外収益  

受取利息 574

受取配当金 911

持分法による投資利益 3,164

雑収入 4,354

営業外収益合計 9,005

営業外費用  

支払利息 5,391

雑支出 5,520

営業外費用合計 10,912

経常損失（△） △11,462

特別利益  

リース会計基準の適用に伴う影響額 7,846

厚生年金基金代行返上益 1,559

特別利益合計 9,406

税金等調整前四半期純損失（△） △2,056

法人税、住民税及び事業税 △578

法人税等調整額 △281

法人税等合計 △860

少数株主利益 479

四半期純損失（△） △1,675



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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損失（△） △2,056

減価償却費 64,775

長期前払費用償却額 2,094

有形固定資産除却損 920

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,808

前払年金費用の増減額（△は増加） 9,027

保安対策引当金の増減額(△は減少) △936

受取利息及び受取配当金 △1,486

支払利息 5,391

持分法による投資損益（△は益） △3,164

売上債権の増減額（△は増加） 28,708

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,990

仕入債務の増減額（△は減少） △17,489

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,206

前払費用の増減額（△は増加） △9,229

未収入金の増減額（△は増加） 4,976

リース投資資産の増減額（△は増加） △1,037

リース会計基準の適用に伴う影響額 △7,846

その他 △22,254

小計 8,387

利息及び配当金の受取額 2,211

利息の支払額 △5,365

法人税等の支払額 △14,791

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,558

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 △3,110

定期預金の払戻による収入 2,500

投資有価証券の取得による支出 △10,172

投資有価証券の売却による収入 952

有形固定資産の取得による支出 △66,577

無形固定資産の取得による支出 △1,904

長期前払費用の取得による支出 △594

長期貸付けによる支出 △6,745

長期貸付金の回収による収入 645

その他 229

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,776



（単位：百万円）

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) 

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） △1,709

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 84,000

リース債務の返済による支出 △1

長期借入れによる収入 40,300

長期借入金の返済による支出 △20,673

社債の発行による収入 20,000

自己株式の売却による収入 127

自己株式の取得による支出 △10,248

配当金の支払額 △10,621

少数株主への配当金の支払額 △243

財務活動によるキャッシュ・フロー 100,929

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,024

現金及び現金同等物の期首残高 43,706

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △45

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,686



 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）を適用しています。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います。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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) 

〔所在地別セグメント情報〕 

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しています。 

〔海外売上高〕 

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) 

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 ①自己株式の取得 

 当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己の株式の取

得のための市場買付を以下のとおり実施しました。 

 なお、平成20年６月13日までの買付をもちまして平成20年４月25日開催の取締役会において決議した自己の株

式の取得について、取得を終了しました。 

 ②自己株式の消却 

 当社は、平成20年７月29日開催の取締役会において会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを

決議し、以下のとおり実施しました。 

（単位：百万円）

  ガス ガス器具 受注工事 
不動産 
賃貸 

その他 
の事業 

合計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高                 

①外部顧客に対す

る売上高 
534,817 55,858 19,280 6,452 123,649 740,057 － 740,057 

②セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

18,973 1,505 1,488 11,389 44,850 78,207 (78,207) － 

計 553,790 57,364 20,768 17,841 168,499 818,265 (78,207) 740,057 

営業損益 11,808 1,879 (930) 4,880 4,604 22,243 (31,799) (9,555) 

イ 買付期間 平成20年６月４日～平成20年６月13日(約定ベース)  

ロ 買付株式数  23,984千株 

ハ 買付総額  9,999百万円 

ニ 買付方法  東京証券取引所における指定金外信託による市場買付 

イ 消却する株式の種類 当社普通株式 

ロ 消却する株式の数 24,000千株 

ハ 消却実施日 平成20年７月30日 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
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（百万円） 

Ⅰ 売上高   636,911 

Ⅱ 売上原価   389,854 

売上総利益   247,056 

Ⅲ 供給販売費及び一般管理費     

 １ 供給販売費 180,067   

 ２ 一般管理費 33,797 213,864 

営業利益   33,191 

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 179   

２ 受取配当金 930   

３ 持分法による投資利益 1,490   

４ 賃貸料収入  767   

５ 雑収入  3,242 6,610 

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息 5,106   

２ 他受工事精算差額 990   

３ 雑支出 1,991 8,089 

経常利益   31,712 

Ⅵ 特別利益   － 

Ⅶ 特別損失   － 

税金等調整前中間純利益   31,712 

法人税、住民税及び事業税 5,973   

法人税等調整額 5,341 11,315 

少数株主利益   569 

中間純利益   19,828 

     



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 31,712 

減価償却費  67,632 

長期前払費用償却費  2,153 

退職給付引当金の増減額 
(減少：△)  

△754 

前払年金費用の増減額 
(増加：△)  

△3,986 

保安対策引当金の増減額 
(減少：△)  

△1,611 

受取利息及び受取配当金  △1,109 

支払利息  5,106 

持分法による投資損益(益：
△)  

△1,490 

売上債権の増減額(増加：
△)  35,652 

たな卸資産の増減額(増加：
△)  

△23,329 

仕入債務の増減額(減少：
△)  

△28,644 

未払消費税等の増減額 
(減少：△)  

△3,586 

前払費用の増減額(増加：
△)  

△9,008 

未収入金の増減額(増加：
△)  6,060 

その他  △7,580 

小計 67,215 

利息及び配当金の受取額  1,215 

利息の支払額  △4,976 

法人税等の支払額  △36,309 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 27,145 

 



 
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（百万円） 

Ⅱ 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  △2,740 

定期預金の払戻による収入  3,040 

投資有価証券の取得による 
支出  

△5,449 

有形固定資産の取得による 
支出  

△61,410 

無形固定資産の取得による 
支出  

△2,065 

長期前払費用の支出  △1,191 

固定資産の売却による収入  841 

長期貸付金の貸付けによる 
支出  

△5,391 

長期貸付金の回収による 
収入  1,111 

その他  232 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△73,023 

Ⅲ 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 
(減少：△)  

△1,585 

コマーシャル・ペーパーの
純増減額(減少：△)  95,000 

長期借入れによる収入  18,150 

長期借入金の返済による 
支出  

△36,674 

社債の発行による収入  19,996 

自己株式の売却による収入  137 

自己株式の取得による支出  △39,346 

配当金の支払額  △12,195 

少数株主への配当金の支払
額  

△277 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 43,205 

 



 
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（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 115 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
(減少：△) 

△2,557 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首 
残高 40,231 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金 
同等物の増加額 1,301 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間 
期末残高 38,975 



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しています。 

〔海外売上高〕 

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） 

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

（単位：百万円）

  ガス ガス器具 受注工事 
不動産 
賃貸 

その他 
の事業 

計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高                 

(1）外部顧客に 

対する売上高 
453,376 53,588 21,179 6,193 102,573 636,911 － 636,911 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

14,543 1,293 1,675 11,395 37,367 66,276 (66,276) － 

計 467,920 54,881 22,855 17,589 139,941 703,187 (66,276) 636,911 

営業損益 54,550 1,821 (870) 4,344 3,587 63,432 (30,240) 33,191 



６．その他の情報 

（１）四半期個別決算経営成績  

 （注）① 家庭用上段数値は、調定１件当たり販売量（㎥／件・月） 

② 業務用の「その他用」は、公用及び医療用 

 （注）① 売上原価中の原材料費は、3,521億円（対前年同四半期＋1,199億円、＋51.6％）です。 

② 営業外費用中の支払利息は、44億円（対前年同四半期＋６億円、＋15.7％）です。 

（平成21年３月期第２四半期累計期間ガス販売量） 

 
当第２四半期 
累計期間 

（20.４～20.９） 

前年 
同四半期 

（19.４～19.９）
増減 

増減率 
（％） 

お客さま件数 千件  10,166 10,010 156 1.6 

ガス 

販売量 

家庭用 
㎥ 25.05 25.24 △0.19 △0.8 

百万㎥ 1,300 1,288 12 0.9 

 
業務用 

商業用 百万㎥ 1,009 1,045 △36 △3.5 

その他用 百万㎥ 436 447 △11 △2.4 

工業用 百万㎥ 2,837 2,699 138 5.1 

計 百万㎥ 4,282 4,191 91 2.2 

他事業者向け供給 百万㎥ 987 911 76 8.3 

合計 百万㎥ 6,569 6,390 179 2.8 

平均気温 ℃ 22.1 22.6 △0.5 － 

（平成21年３月期第２四半期累計期間収支実績） （単位：億円）

収益 

   

費用 

   

対前年 

同四半期 

増減 

率（％）

対前年 

同四半期 

増減 

率（％）

製品売上 ガス売上 5,400 816 17.8 営業費 

売上原価 3,650 1,197 48.8 

販管費 1,969 51 2.6 

計 5,619 1,248 28.5 

その他 

売上 

受注工事 179 △16 △8.1 

その他 

費用 

受注工事 187 △14 △6.9 

器具販売等 491 29 6.2 器具販売  457 21 4.9 

附帯事業 421 241 133.4 附帯事業 417 242 138.2 

計 1,092 254 30.3 計 1,062 250 30.7 

総売上高 6,493 1,071 19.7 総費用 6,682 1,498 28.9 

        営業損失（△） △188 △425 － 

営業外収益 67 △5 △6.7 営業外費用 90 29 47.6 

        経常損失（△） △211 △460 － 

特別利益 － － － 特別損失 － － － 

        四半期純損失（△） △133 △296 － 



（２）当連結会計年度の見通し（前連結会計年度実績との比較） 

 ①連結決算 

 （単位：億円）

 ②個別決算 

 （単位：億円）

以 上 

  
当第２
四半期 
累計期間 

前年 
同四半期 

増減   
当第２
四半期 
累計期間 

前年 
同四半期 

増減 

原油価格 

（＄／bbl） 
119.64 67.93 51.71 

円レート 

（円／＄） 
106.12 119.40 △13.28 

  
売上高 営業損益 経常損益 当期純損益 

  ガス売上高 その他売上高 

  

20年度見通し 
17,810 13,257 4,553 100 40 90 

  

19年度実績 
14,874 10,870 4,004 700 668 424 

  

増 減 
2,936 2,387 549 △600 △628 △334 

  

増減率（％） 
19.7 22.0 13.7 △85.7 △94.0 △78.8 

  
売上高 営業損益 経常損益 当期純損益 

  ガス売上高 その他売上高 

  

20年度見通し 
15,300 12,920 2,380 △110 △130 △60 

  

19年度実績 
12,680 10,658 2,022 428 443 299 

  

増 減 
2,620 2,262 358 △538 △573 △359 

  

増減率（％） 
20.7 21.2 17.7 － － － 

        単 位 20年度見通し 19年度実績 増 減 増減率（％）

お客さま件数 千件 10,249 10,124 125 1.2 

ガ 

ス 

販 

売 

量 

家庭用 百万㎥ 3,450 3,427 23 0.7 

 
業務用 

商業用 百万㎥ 1,992 2,047 △55 △2.7 

  その他用 百万㎥ 894 928 △34 △3.7 

  工業用 百万㎥ 5,625 5,593 32 0.6 

計 百万㎥ 8,511 8,568 △57 △0.7 

他事業者向け供給 百万㎥ 2,157 2,058 99 4.8 

合 計 百万㎥ 14,118 14,053 65 0.5 

原油価格 ＄／bbl 112.32 78.71 33.61 42.7 

為替レート 円／＄ 105.55 114.44 △8.89 △7.8 
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