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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 61,548 ― △1,198 ― △853 ― △666 ―
20年3月期第3四半期 58,524 6.2 193 △0.8 445 17.7 145 590.4

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 △11.32 ―
20年3月期第3四半期 2.45 ―

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 104,127 30,476 27.9 493.76
20年3月期 113,579 36,330 30.7 593.67

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  29,078百万円 20年3月期  34,899百万円

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 91,500 4.3 2,450 56.5 2,650 34.9 1,600 82.5 27.19

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． 業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想と大幅に異なる
  場合があります。 
2． 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、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
  ご覧ください。 
3． 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 61,995,590株 20年3月期 61,995,590株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 3,102,742株 20年3月期 3,209,206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 58,835,399株 20年3月期第3四半期 59,334,595株
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当第３四半期連結累計期間の日本経済は、米国に端を発する金融危機が世界的に拡大し、企業収益や設
備投資に急速な減退が見られるなど、景気の悪化が鮮明となる中で推移いたしました。 
 エネルギー業界におきましては、原油価格の高止まりは緩和されたものの、今後の動向は依然として不
透明であり、厳しい経営環境が継続しております。  
 このような情勢のもと、当社グループは、地域のエネルギー供給事業者として、お客さまに選ばれ続け
る企業グループを目指し、事業に取り組んでまいりました。  
当第３四半期連結累計期間の売上高は61,548百万円、営業費用につきましては62,747百万円となりまし

た。これらの結果、営業損失は1,198百万円となり、これに営業外損益を加えた経常損失は853百万円とな
りました。また、四半期純損失は666百万円となりました。 
 なお、当社グループの売上高は、ガス事業のウエイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的変動
があり、冬期に多くの売上が計上されます。   

ガス事業は、都市ガス事業と簡易ガス事業によって構成されておりますが、都市ガス事業がその大半
を占めております。 
 当第３四半期連結累計期間の都市ガス販売量については、卸供給の販売量の増加はありましたが、一
戸当たり平均販売量が減少したこと等による家庭用販売量の減少や、大口需要家を中心とした業務用販
売量の減少があり、345百万㎥となりました。 
以上の結果、売上高は、ガス販売量の減少はありましたが、原料費調整制度に基づく料金単価の上昇

等により37,212百万円となりました。営業利益につきましては455百万円となりました。 

工事・器具事業は、給湯関連器具売上の減少等により、売上高は4,652百万円となりました。営業利
益につきましては178百万円となりました。  

ＬＰＧ事業は、原料高騰に伴う販売単価上昇等により、売上高は9,578百万円となりました。営業利
益につきましては418百万円となりました。 

その他の事業は、建設工事に係る部材の売上の減少等により、売上高は12,426百万円となりました。
営業利益につきましては788百万円となりました。 

  

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ9,452百万円減少(△8.3％)の104,127百万円とな
りました。 
 固定資産は、減価償却の進捗により有形固定資産が2,631百万円減少したこと等により、前連結会計年
度末に比べ3,490百万円減少(△4.5％)の74,446百万円となりました。 
 流動資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ5,962百万円減少(△
16.7％)の29,680百万円となりました。 
 当第３四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,598百万円減少(△4.7％)の73,650百万円とな
りました。 
 固定負債は、社債の増加等により、前連結会計年度末に比べ715百万円増加(＋1.6％)の44,171百万円と
なりました。 
 流動負債は、短期借入金及びその他流動負債に含まれているコマーシャル・ペーパーの減少等により、
前連結会計年度末に比べ4,314百万円減少(△12.8％)の29,479百万円となりました。 
 当第３四半期末の純資産合計は、繰延ヘッジ損益の減少等により、前連結会計年度末に比べ5,854百万
円減少(△16.1％)の30,476百万円となりました。 
 この結果、当第３四半期末の自己資本比率は、27.9％となりました。 
  

【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

(1) ガス事業

(2) 工事・器具事業

(3) ＬＰＧ事業

(4) その他の事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

2

広島ガス㈱（9535）　平成21年3月期　第3四半期決算短信



（連結キャッシュ・フローの状況） 
現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ415百万円増加の

5,334百万円となりました。 
 営業活動における資金収支は、当第３四半期連結累計期間において5,725百万円となりました。これ
は、主に減価償却費の計上によるものです。 
投資活動における資金収支は、当第３四半期連結累計期間において△2,640百万円となりました。これ

は、主に有形固定資産の取得による支出によるものです。 
財務活動における資金収支は、当第３四半期連結累計期間において△2,670百万円となりました。これ

は、主に有利子負債の減少によるものです。 
  

近の業績動向を踏まえ、業績予想の前提とする２月以降の原油価格(ICP)については100$／bblから50
$／bblに、為替レート(TTM)については105円／$から95円／$に、それぞれ変更したことに伴い、平成20年
11月６日発表の通期の業績予想を変更しております。 
 詳細は、本日平成21年２月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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 
連結子会社において、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく

年間償却予定額を期間按分する方法によっております。          
なお、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

計算する方法によっております。         
  ② 法人税等の算定方法 

当社において、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要
なものに限定する方法によっております。          

 ③ 税金費用の計算 
連結子会社において、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  
  

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 従来、当社においてガス事業用資産として区分していた土地等に係る賃貸収入については、営業外
収益の賃貸料に含めて計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より売上高として計上するよ
う変更しております。  
 この変更は、当社所有の土地等の用途変更等に伴い、賃貸事業に属する資産についてガス事業用資
産との区分を行い、ガス事業会計規則に基づき、ガス事業以外の事業に属する資産及び収益として区
分整理したことによるものです。当社の変更に伴い、連結子会社についても同様の変更を行っており
ます。  
 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高が118百万円
増加し、営業損失が118百万円減少しておりますが、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え
る影響はありません。  
 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。  
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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：百万円）

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 21,074 21,905

供給設備 30,517 32,223

業務設備 3,185 3,569

その他の設備 7,228 7,232

建設仮勘定 838 545

有形固定資産合計 62,845 65,476

無形固定資産 1,885 2,336

投資その他の資産   

投資有価証券 6,674 7,111

その他投資 3,197 3,197

貸倒引当金 △156 △184

投資その他の資産合計 9,715 10,123

固定資産合計 74,446 77,937

流動資産   

現金及び預金 5,986 5,548

受取手形及び売掛金 8,873 12,080

商品及び製品 969 1,233

原材料及び貯蔵品 4,478 5,837

その他流動資産 9,584 11,245

貸倒引当金 △211 △303

流動資産合計 29,680 35,642

資産合計 104,127 113,579

負債の部   

固定負債   

社債 16,000 14,000

長期借入金 23,619 24,694

退職給付引当金 3,578 3,827

役員退職慰労引当金 269 263

ガスホルダー修繕引当金 427 424

保安対策引当金 41 75

その他固定負債 234 169

固定負債合計 44,171 43,455
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（単位：百万円）

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) 

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 8,100 7,367

支払手形及び買掛金 11,703 11,261

短期借入金 20 2,040

未払法人税等 387 709

その他流動負債 9,267 12,415

流動負債合計 29,479 33,793

負債合計 73,650 77,249

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,291 3,291

資本剰余金 988 988

利益剰余金 24,675 25,635

自己株式 △914 △945

株主資本合計 28,040 28,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,155 1,482

繰延ヘッジ損益 △117 4,447

評価・換算差額等合計 1,037 5,929

少数株主持分 1,397 1,431

純資産合計 30,476 36,330

負債純資産合計 104,127 113,579
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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：百万円）

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 61,548

売上原価 45,682

売上総利益 15,866

供給販売費及び一般管理費 17,064

営業損失（△） △1,198

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 100

受取保険金 211

熱量変更支援収入 332

雑収入 414

営業外収益合計 1,063

営業外費用  

支払利息 597

雑支出 121

営業外費用合計 719

経常損失（△） △853

特別利益  

固定資産売却益 61

投資有価証券売却益 6

特別利益合計 68

特別損失  

投資有価証券評価損 24

特別損失合計 24

税金等調整前四半期純損失（△） △809

法人税、住民税及び事業税 225

法人税等調整額 △432

法人税等合計 △207

少数株主利益 64

四半期純損失（△） △666
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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) 

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（△） △809

減価償却費 5,580

退職給付引当金の増減額（△は減少） △249

貸倒引当金の増減額（△は減少） △119

保安対策引当金の増減額（△は減少） △33

受取利息及び受取配当金 △106

支払利息 597

持分法による投資損益（△は益） △40

投資有価証券売却損益（△は益） △6

投資有価証券評価損益（△は益） 24

売上債権の増減額（△は増加） 3,207

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,623

仕入債務の増減額（△は減少） 441

未払消費税等の増減額（△は減少） 79

預り金の増減額（△は減少） △1,176

その他 △2,520

小計 6,491

利息及び配当金の受取額 107

利息の支払額 △470

法人税等の支払額 △403

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,725

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △113

投資有価証券の売却による収入 18

子会社株式の取得による支出 △39

有形固定資産の取得による支出 △2,820

有形固定資産の売却による収入 393

貸付けによる支出 △19

貸付金の回収による収入 15

長期前払費用の取得による支出 △77

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,640
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（単位：百万円）

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) 

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） △2,020

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △2,000

長期借入れによる収入 3,000

長期借入金の返済による支出 △1,341

社債の発行による収入 4,967

社債の償還による支出 △5,000

自己株式の取得による支出 △7

自己株式の売却による収入 38

配当金の支払額 △294

少数株主への配当金の支払額 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 415

現金及び現金同等物の期首残高 4,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,334

8

広島ガス㈱（9535）　平成21年3月期　第3四半期決算短信



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。 

  

   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) 

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法については、ガス事業(ガス)、営業雑事業(受注工事・器具)及び附帯事業(ＬＰＧ)の事業

別といたしました。 

(2) 各区分に属する主要な製品の名称等 

 
   ２ 会計処理の変更 

 【定性的情報・財務諸表等】４．その他(3)②に記載のとおり、当社及び連結子会社の土地等に係る賃貸収

入については、従来、営業外収益に含めて計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より売上高とし

て計上する方法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高はその他の事業

において118百万円増加し、営業利益はガス事業において59百万円、その他の事業において26百万円、「消

去又は全社」において32百万円、それぞれ増加しております。 

        

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

ガス事業 
(百万円)

工事・器具
事業 

(百万円)

ＬＰＧ事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

37,198 4,380 9,527 10,442 61,548 ― 61,548

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

14 271 50 1,983 2,320 (2,320) ―

計 37,212 4,652 9,578 12,426 63,869 (2,320) 61,548

営業利益又は 
営業損失（△）

455 178 418 788 1,840 (3,038) △1,198

事業区分 主要な製品の名称等

ガス事業 ガス導管を通じて供給する都市ガス及び簡易ガス

工事・器具事業
工事……………お客さまガス設備
器具……………給湯器、ガスコンロ等ガス器具

ＬＰＧ事業 ブタン及びプロパン

その他の事業
ガスボンベ充填、プロパン容器検査、検針・保安業務受託、建設工事、
住宅関連機器、不動産賃貸他

(6) 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) 

 
  

「参考資料」

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

科        目
前年同四半期

(19/4～19/12)

売     上     高                58,524 

売   上   原    価                41,739

  売 上 総 利 益                16,785 

供  給  販  売  費                13,247 

一  般  管  理  費                 3,344 

  営 業 利 益                 193 

営  業  外  収  益                   980 

営  業  外  費  用                   728 

  経 常 利 益          445 

特   別   利   益                    77 

特   別   損   失                    29 

  税金等調整前四半期純利益                492

  法人税、住民税及び事業税                   201 

  法人税等調整額                   78 

  少数株主利益                    66 

  四半期純利益                   145 
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(単位：百万円) 

 
  

(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科      目
前年同四半期

(19/4～19/12)

Ⅰ 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利益 492

減価償却費 5,760

退職給付引当金の減少額 △ 497

支払利息 628

売上債権の減少額 897

たな卸資産の増加額 △ 2,236

仕入債務の増加額 1,481

預り金の増加額 543

その他 △ 6,846

営業活動によるキャッシュ・フロー 225

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △ 8

投資有価証券の売却による収入 90

有形固定資産の取得による支出 △ 3,947

有形固定資産の売却による収入 13

その他 △ 374

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,225

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

社債、借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 4,611

自己株式の取得による支出 △ 7

自己株式の売却による収入 13

配当金の支払額 △ 296

その他 △ 12

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,309

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 308

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,632

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 344

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 5,285
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(3) セグメント情報

  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)

ガス事業 
(百万円)

工事・器具
事業  

(百万円)

ＬＰＧ事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

33,606 4,718 8,225 11,974 58,524 ― 58,524

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

17 170 40 1,851 2,080 (2,080) ―

計 33,624 4,889 8,265 13,825 60,605 (2,080) 58,524

営業費用 32,081 4,787 7,623 13,275 57,766 564 58,331

営業利益 1,542 101 642 550 2,838 (2,645) 193
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