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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 6,692 ― △39 ― △52 ― △466 ―

20年3月期第3四半期 6,711 △2.3 △96 ― △109 ― △83 ―

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 △51.89 ―

20年3月期第3四半期 △9.32 ―

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 12,045 5,628 46.7 625.54
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3四半期  5,628百万円 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 1.9 440 93.0 410 95.2 △180 ― △20.01

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 
 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3四半期  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3四半期  2,785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3四半期  8,997,312株 20年3月期第3四半期  8,997,335株
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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端を発した世界的
な金融市場の混乱や、円高、株安の影響などが企業収益を圧迫し雇用情勢が悪化するなど、景気は急速に
後退してまいりました。 
エネルギー業界では、原料価格の変動に加え、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３四半期連結累計期間（平成20年４月～平成20年12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2.4％増の30,249千㎥となりました。ガス売上高は前年同期に比べ0.9％増の3,529百万円、連結
売上高全体では、前年同期に比べ0.3％減の6,692百万円となりました。 
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、熱量変更費用の増加等により、

連結営業損失は39百万円、経常損失52百万円、当社の連結子会社である白岡ガス株式会社を整理統合した
ことに伴い、特別損失に関係会社整理損を計上したことにより、四半期純損失は466百万円となりまし
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ェイトが高いため、売上高及び

利益は下半期に偏る傾向があります。 
  

当第３四半期末の総資産は、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
946百万円減の12,045百万円となりました。 
純資産は、当第３四半期純損失の計上等により前連結会計年度末に比べ529百万円減の5,628百万円とな

りました。この結果、自己資本比率は、純資産の減少により前連結会計年度末に比べ0.7％減の46.7％と
なり、一株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて58円87銭減の625円54銭となりました。 
  

通期の連結業績予想につきましては、通期の売上高は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、景気後退に伴って原料費の減少が見込まれることなどから営業利益、経常利益、当期純利益
は、平成20年10月30日に公表いたしました通期の連結業績予想を上回る見通しであります。 
また、平成20年10月30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ます。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結果となる可能性があります。 

  

・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 △208 △23  12

 今回修正予想（Ｂ） 10,200 440 410 △180 △20 01

 増減額（Ｂ－Ａ） ─ 210 220 28 3 11

 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、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありま 

  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、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失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 158,319 162,619

供給設備 6,199,243 6,493,061

業務設備 657,632 641,459

その他の設備 733,923 818,521

建設仮勘定 414,888 64,928

有形固定資産合計 8,164,007 8,180,591

無形固定資産   

のれん － 682,587

その他無形固定資産 19,145 37,760

無形固定資産合計 19,145 720,348

投資その他の資産   

投資有価証券 80,697 108,708

繰延税金資産 143,109 128,127

その他投資 337,015 245,660

投資その他の資産合計 560,822 482,496

固定資産合計 8,743,975 9,383,435

流動資産   

現金及び預金 759,013 1,088,987

受取手形及び売掛金 482,430 902,115

製品 95,089 105,185

原料 14,630 26,003

貯蔵品 110,051 100,775

繰延税金資産 382,388 62,244

その他流動資産 432,184 362,150

貸倒引当金 △10,665 △17,707

流動資産合計 2,265,123 2,629,755

繰延資産   

開発費 1,036,292 978,249

繰延資産合計 1,036,292 978,249

資産合計 12,045,390 12,991,440
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（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 2,618,640 2,777,095

退職給付引当金 251,236 230,945

役員退職慰労引当金 170,434 172,955

ガスホルダー修繕引当金 39,572 30,527

負ののれん 3,949 －

その他固定負債 104,679 17,280

固定負債合計 3,188,513 3,228,804

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 1,096,330 1,019,650

支払手形及び買掛金 420,476 564,347

未払法人税等 74,173 106,234

関係会社短期債務 1,124,293 1,339,090

賞与引当金 28,391 85,692

その他流動負債 485,047 489,787

流動負債合計 3,228,713 3,604,802

負債合計 6,417,226 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 5,030,444 5,542,320

自己株式 △1,171 △1,134

株主資本合計 5,601,820 6,113,733

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,343 44,098

評価・換算差額等合計 26,343 44,098

純資産合計 5,628,163 6,157,832

負債純資産合計 12,045,390 12,991,440
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(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 6,692,925

売上原価 3,686,067

売上総利益 3,006,858

供給販売費及び一般管理費  

供給販売費 2,679,362

一般管理費 366,656

供給販売費及び一般管理費合計 3,046,018

営業損失（△） △39,160

営業外収益  

受取利息 928

受取配当金 1,470

雑収入 13,337

営業外収益合計 15,736

営業外費用  

支払利息 29,385

雑支出 10

営業外費用合計 29,396

経常損失（△） △52,820

特別利益  

固定資産売却益 27

貸倒引当金戻入額 3,896

事業譲渡益 15,553

特別利益合計 19,477

特別損失  

固定資産売却損 863

固定資産除却損 238

投資有価証券評価損 497

関係会社整理損 694,003

特別損失合計 695,602

税金等調整前四半期純損失（△） △728,946

法人税等 63,015

法人税等調整額 △325,072

法人税等合計 △262,056

四半期純損失（△） △466,889
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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） 

 
  

  

  

  

「参考」

科  目

当四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

金額

Ⅰ 売上高 6,711,663

Ⅱ 売上原価 3,904,968

   売上総利益 2,806,694

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,903,456

   営業損失（△） △96,761

Ⅳ 営業外収益 18,974

Ⅴ 営業外費用 31,851

   経常損失（△） △109,638

Ⅵ 特別利益 3,558

Ⅶ 特別損失 ─

   税金等調整前 

   四半期純損失（△）
△106,079

   法人税、住民税及び事業税 718

   法人税等調整額 △22,967

   四半期純損失（△） △83,830
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