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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,109 ― △79 ― △117 ― △81 ―

20年3月期第3四半期 6,408 0.5 65 △53.5 27 △73.9 2 △95.7

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3四半期 △10.82 ―

20年3月期第3四半期 0.38 ―

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3四半期 12,161 5,604 46.1 740.62
20年3月期 12,742 5,739 45.0 758.47

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,604百万円 20年3月期  5,739百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.50 7.00

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 10,446 10.2 463 △7.0 408 △9.1 255 △10.2 33.71

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 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、２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
ご覧ください。 
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。  

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3四半期  7,586,000株 20年3月期  7,586,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  18,338株 20年3月期  19,218株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  7,567,139株 20年3月期第3四半期  7,567,350株



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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に起因する金融市場の混乱、原

油・原材料価格の高騰や急激な円高進行による企業収益の圧迫懸念から雇用情勢が悪化するなど、景気は後退局面に

入りました。 

 エネルギー業界におきましては、業務用のみならず家庭用分野にまでエネルギー間競争が激しさを増しており、当

業界を取り巻く環境は非常に厳しい状況となっております。 

 このような環境の下、当社グループは都市ガス及びＬＰガスの新規需要の獲得に向けて積極的な営業活動を展開い

たしました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、新たな大口需要家の獲得等により都市ガス販売量が伸びましたことに加

え、原料費調整制度による調整単価が前年同期に比べ高く推移いたしましたため7,109百万円（前年同期比10.9％

増）となりました。 

 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、都市ガス及びＬＰガ

スの仕入価格高騰により売上原価が増加し、79百万円の営業損失となり、経常損失は117百万円、第３四半期純損失

は81百万円となりました。  

 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。 

（注）前年同四半期増減率は、参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は12,161百万円となり、前連結会計年度末に比べ580百万円の減少となりました。その主

な要因は、受取手形及び売掛金の増加額147百万円、現金及び預金の減少額374百万円及び減価償却による有形固定資

産の減少額448百万円等によるものであります。 

 当第３四半期末の負債合計は6,556百万円となり、前連結会計年度末に比べ446百万円の減少となりました。その主

な要因は、支払手形及び買掛金の増加額144百万円、未払法人税等の減少額164百万円及び設備手形の決済による関係

会社短期債務の減少額413百万円等によるものであります。 

 当第３四半期末の純資産は5,604百万円となり前連結会計年度末に比べ134百万円の減少となりました。その主な要

因は、第３四半期純損失81百万円の計上と配当金の支払額52百万円等によるものであります。この結果、自己資本比

率は前連結会計年度末に比べ1.1ポイント上昇し46.1％となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、都市ガス販売量が前回発表予想時の計画を若干下回る見通しとなりましたため、売

上高は10,446百万円に下方修正いたしました。 

 一方、利益面は、都市ガス及びＬＰガスの原料価格が需要期である第４四半期において前回発表予想時の想定価格

を下回る見通しとなりましたことに加え、経費計画の見直しにより節減を図ること等から、営業利益は463百万円、

経常利益は408百万円、当期純利益は255百万円に上方修正いたしました。 

 なお、平成20年10月27日に公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予想数値と異なる場合があります。 

【連結】 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） 10,577 184 128 80 10 66 

今回修正予想（Ｂ） 10,446 463 408 255 33 71 

増減額（Ｂ－Ａ） △131 279 280 175 － 

増減率（％） △1.2 151.6 218.8 218.8 － 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月） 
9,481 498 449 284 37 54 



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 

・簡便な会計処理 

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の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

２．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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

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）により算定しております。 

 これにより当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

3,196千円増加しております。 

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変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の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を引き続き採用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 356,346 366,703

供給設備 8,772,729 9,236,430

業務設備 370,283 384,100

その他の設備 74,725 80,439

建設仮勘定 81,229 36,276

有形固定資産合計 9,655,315 10,103,949

無形固定資産   

のれん 130,756 137,577

その他 24,593 13,461

無形固定資産合計 155,350 151,039

投資その他の資産   

繰延税金資産 221,886 154,061

その他 304,420 330,451

投資その他の資産合計 526,306 484,513

固定資産合計 10,336,971 10,739,502

流動資産   

現金及び預金 763,804 1,137,956

受取手形及び売掛金 626,029 478,904

製品 218,139 156,556

原料 3,233 4,373

貯蔵品 72,366 68,246

仕掛品 23,207 9,040

繰延税金資産 16,818 46,088

その他 111,183 107,070

貸倒引当金 △10,088 △5,387

流動資産合計 1,824,694 2,002,849

資産合計 12,161,666 12,742,351



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,526,870 2,520,874

退職給付引当金 325,398 291,000

役員退職慰労引当金 120,152 103,324

ガスホルダー修繕引当金 240,123 213,898

その他 6,350 －

固定負債合計 3,218,894 3,129,097

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 939,319 968,574

支払手形及び買掛金 489,536 345,156

関係会社短期債務 986,185 1,399,354

短期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 11,764 176,161

賞与引当金 26,500 80,190

その他 384,671 404,668

流動負債合計 3,337,978 3,874,104

負債合計 6,556,873 7,003,201

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 203,838 203,894

利益剰余金 4,807,249 4,942,209

自己株式 △8,913 △9,340

株主資本合計 5,602,174 5,736,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,618 2,387

評価・換算差額等合計 2,618 2,387

純資産合計 5,604,793 5,739,149

負債純資産合計 12,161,666 12,742,351



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,109,502

売上原価 4,410,358

売上総利益 2,699,143

供給販売費及び一般管理費  

供給販売費 2,449,493

一般管理費 329,645

供給販売費及び一般管理費合計 2,779,139

営業損失（△） △79,995

営業外収益  

受取利息 551

受取配当金 125

保険配当金 3,334

不動産賃貸料 1,721

その他 1,662

営業外収益合計 7,395

営業外費用  

支払利息 45,176

営業外費用合計 45,176

経常損失（△） △117,776

税金等調整前四半期純損失（△） △117,776

法人税、住民税及び事業税 2,800

法人税等調整額 △38,685

法人税等合計 △35,885

四半期純損失（△） △81,891



 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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 6,408,491 

Ⅱ 売上原価 3,617,132 

売上総利益 2,791,359 

Ⅲ 供給販売費及び一般管理費 2,725,539 

営業利益 65,819 

Ⅳ 営業外収益 7,498 

受取配当金 117 

受取保険金 178 

保険配当金 3,491 

不動産賃借料 2,054 

雑収入 1,656 

Ⅴ 営業外費用 45,350 

支払利息 45,305 

雑支出  44 

経常利益 27,967 

Ⅵ 特別利益 2,356 

税金等調整前四半期純利益 30,324 

法人税、住民税及び事業税 1,800 

法人税等調整額 25,656 

四半期純利益 2,867 
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