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(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

 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。 

【参考】 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 79,000 8.3 3,000 52.1 2,800 49.7 1,450 184.0 32 40

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間の当社グループの売上高は、お客様数が839千戸(前年同期比7.7%増)となった結
果、ガス販売量が増加したこと等により789億8千8百万円(前年同期比10.2%増) となりました。 
利益面につきましてはLNGは依然高止まりですが、LPGではサウジアラビアCP価格は史上最高値で推移し
た上期に比べて下落しました。世界的な金融危機の深刻化や北米を中心とした景気の一層の下振れ懸念、
株式・為替市場の大幅な変動の影響等不安定要素が多い経営環境のなか、当社では利益が出ましたが子会
社の熱量変更費用等の増加などがありグループにおいては、営業損失1千6百万円、経常損失3億4千2百万
円、当社の連結子会社である新日本瓦斯株式会社が当社の孫会社である白岡ガス株式会社を統合すること
に伴い、特別損失として6億5千万円を計上した結果、第３四半期純損失は5億9千2百万円となりました。 
  

   
なお、当社グループの売上高及び利益面におきましては、性質上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に、冬季に偏る傾向にあります。 
  
当第３四半期累計期間の事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 
  
[ガス事業] 
当事業におきましては、９月の金融危機を契機とした原油価格の下落と共に、ＬＰガスの輸入価格も10
月より下降し始めましたが、流通等の関係により仕入原価への反映は第４四半期となります。当事業の根
幹をなすガスの供給では何よりも安全性の確保が優先され、埋設導管耐震化の推進やガス機器の点検等を
実施してまいりました。さらに当第３四半期から経営の効率化を図るため、物流のあり方についても抜本
的な見直しによるコスト削減を行い、地域と密着した快適な暮らしの提案と環境にやさしい社会の創造に
向け邁進しております。 
当第３四半期累計期間も当社グループは総力を挙げて営業活動を展開し、顧客基盤の更なる拡充に努め
たことにより、お客様増加数は前年同期末に比べ59千戸増となりました。 
その結果、当事業の売上高は742億4千4百万円と前年同期に比べ76億3千9百万円（前年同期比11.5％
増）の増収となりました。 
  
[エアゾール・燃料充填事業] 
当事業の主力商品であるカセットこんろ用ボンベは、昨年来より続く原料高騰を受け春先より値上げを
実施いたしました。そのため価格転嫁も進み売上高は32億5千5百万(前年同期比12.1%増)となりました。 
エアゾール製品については、中国における価格高騰のあおりを受け海外輸入商品が大幅に減少し、国内
生産の努力をいたしましたが売上高は13億6千2百万(前年同期比32.7%減)となりました。 
その結果、当事業の売上高は、商品販売を含め46億1千7百万(前年同期比6.3%減)となりました。 
  
[その他の事業] 
その他の事業につきましては、販売努力を積み重ねましたものの、売上高は1億2千5百万円と前年同期
に比べ3千2百万円（前年同期比20.8％減）の減収となりました。 
  

（注）当連結会計年度より「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ので、前年同
四半期増減率及び前年同四半期の金額は参考として記載しております。 

  

・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

当第３四半期連結累計期間 
(20.4.1～20.12.31)

売上高 78,988百万円

営業利益 △16百万円

経常利益 △342百万円

四半期純利益 △592百万円

顧客数 839千戸

ガス販売量 389千トン

日本瓦斯㈱（8174）平成21年３月期　第３四半期決算短信

－3－



   

   

 
  

当第３四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ60億5千2百万円減少し、
1,140億4千2百万円となりました。 
主な要因は、ガス事業という季節的要因により受取手形及び売掛金が減少したほか、減価償却が進んだ
ことによりガス事業用の固定資産が減少したことによるものです。 
当第３四半期連結累計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ41億9千9百万円減少し、793億3
千9百万円となりました。 
主な要因は、ガス事業という季節的要因により支払手形及び買掛金が減少したほか、返済が進んだこと
により借入金が減少したことによるものです。 
当第３四半期連結累計期間末における純資産は、配当金の支払いやその他有価証券評価差額金の減少等
により、18億5千3百万円減少し、347億2百万円となりました。 
この結果、自己資本比率は21.7％となりましたが、1株当たり純資産は584円96銭から553円87銭とな
り、31円8銭減少しました。 
  

平成20年度については、当社グループは引続き、顧客基盤の拡充によるガス販売高の伸張及びガス機器
の普及・拡大に注力し、平成19年度に対し売上高は11.4％増の1,170億円になる見通しです。 
天然ガスに切り替えるための熱量変更に伴う償却費や顧客基盤の拡充に伴う経費等が増加しますが、営
業利益は47.0％増の45億円、経常利益は50.7％増の39億円、当期純利益は547.9％増の14億円となる見通
しです。 
  

事業のセグメント別の販売実績

事業の種類別セグメントの名称 当第３四半期連結累計期間 
(20.4.1～20.12.31)

前第３四半期連結累計期間 
(19.4.1～19.12.31)

ガス事業(百万円) 74,244 66,605

エアゾール・燃料充填事業(百万円) 4,617 4,928

その他の事業(百万円) 125 158

合計(百万円) 78,988 71,692

（１）ガス事業の販売実績

区分 当第３四半期連結累計期間 
(20.4.1～20.12.31)

前第３四半期連結累計期間 
(19.4.1～19.12.31)

ガス販売量(t) 389,772 366,611

ガス(百万円) 58,097 48,986

機器(百万円) 10,105 10,933

受注工事(百万円) 4,473 5,198

その他(百万円) 1,568 1,486

合計(百万円) 74,244 66,605

（２）エアゾール・燃料充填事業の販売実績

区分 当第３四半期連結累計期間 
(20.4.1～20.12.31)

前第３四半期連結累計期間 
(19.4.1～19.12.31)

ライター用・カセットこんろ用 
ガスボンベ等(百万円) 3,255 2,904

エアゾール製品等(百万円) 1,362 2,024

合計(百万円) 4,617 4,928

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
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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「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)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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、主として先入先出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から「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、主として先入先出法による原価法（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。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が208百万円減少しており
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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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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                       （単位：百万円） 

 
  
  

【参考】
(要約)前四半期連結損益計算書

科  目

前第3四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 71,692

Ⅱ 売上原価 45,768

   売上総利益 25,924

Ⅲ 販売費及び一般管理費 26,011

   営業損失 △ 86

Ⅳ 営業外収益 311

Ⅴ 営業外費用 630

   経常損失 △ 406

Ⅵ 特別利益 261

Ⅶ 特別損失 1,167

   税金等調整前四半期純損失   △ 1,312

   税金費用 △ 283

   少数株主損失 △ 156

   四半期純損失 △ 872
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(百万円未満切捨て) 

   

   

   
   

 
   
  
  １．四半期個別財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸
表等規則」に従い四半期個別財務諸表を作成しております。 

  

       （単位：百万円） 

6. その他の情報

 (1) 平成21年3月期第3四半期の個別業績（平成20年4月１日～平成20年12月31日）
  ① 個別経営成績(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 52,718 ― 687 ― 645 ― 246 ―
20年3月期第3四半期 50,203 4.5 446 △67.2 419 △69.7 △102 ―

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 5 52 ― ―
20年3月期第3四半期 △2 30 ― ―

  ② 個別財政状態

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 67,117 22,006 32.8 491 73
20年3月期 69,618 22,543 32.4 503 70

(参考) 自己資本 21年3月期第3四半期 22,006百万円 20年３月期 22,543百万円

(2)四半期財務諸表
 【四半期損益計算書】
 【第3四半期累計期間】

科  目
当第3四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

前第3四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

増  減

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 52,718 50,203 2,515 5.0 72,971

Ⅱ 売上原価 38,899 37,420 1,478 4.0 54,141

   売上総利益 13,819 12,782 1,036 8.1 18,829

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,131 12,336 795 6.4 16,857

   営業利益 687 446 241 53.9 1,972

Ⅳ 営業外収益 374 340 34 10.1 409

Ⅴ 営業外費用 417 368 49 13.4 511

   経常利益 645 419 226 53.9 1,870

Ⅵ 特別利益 25 118 △ 93 △78.6 13

Ⅶ 特別損失 262 768 △ 506 △65.9 1,041
税引前四半期(当期)純利益 
（損失△） 408 △ 231 639 ─ 842

   税金費用 161 △ 128 289 ─ 331

四半期(当期)純利益（損失△） 246 △ 102 349 ─ 510
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