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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 9,605 △4.1 431 88.5 411 95.9 △178 ―

20年3月期 10,013 1.2 228 △56.4 210 △58.1 111 △64.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △19.83 ― △3.0 3.2 4.5
20年3月期 12.37 ― 1.8 1.6 2.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 12,444 5,916 47.5 657.58
20年3月期 12,991 6,157 47.4 684.41

（参考） 自己資本  21年3月期  5,916百万円 20年3月期  6,157百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,814 △1,403 △415 1,075
20年3月期 1,685 △1,551 △8 1,078

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 44 40.4 0.7
21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 44 ― 0.7

22年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 20.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

4,500 4.3 △25 ― △40 ― △25 ― △2.78

通期 10,000 4.1 250 △42.0 215 △47.8 215 ― 23.90
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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）  有  

（注） 詳細は、 ６ページ「企業集団の状況 （注）１」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、 １８ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、 ２６ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 白岡ガス株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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 2,785株 20年3月期 2,665株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 9,409 △4.4 477 75.3 456 84.0 △33 ―

20年3月期 9,838 2.2 272 △51.2 248 △54.1 150 △57.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △3.71 ―

20年3月期 16.78 ―

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 12,624 6,135 48.6 681.92
20年3月期 12,969 6,231 48.0 692.63

（参考） 自己資本 21年3月期  6,135百万円 20年3月期  6,231百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等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等については、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

4,500 6.9 △25 ― △40 ― △25 ― △2.78

通期 10,000 6.3 250 △47.6 215 △52.9 215 ― 23.90
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当連結会計年度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危

機の影響により企業収益や設備投資が減少し個人消費の低迷、雇用情勢も悪化するなどの景気後退に加

え、原油や原材料の乱高下、円高、株式市場の暴落等、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

エネルギー業界では、原油の乱高下に伴う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。 

この結果、当連結会計年度の売上高は9,605,965千円（前年同期比4.1％減）、利益面におきまして

は、北本工場プラント設備の撤去費、熱量変更費用の増加などがありましたが、熱量変更の進展による

原価の低減効果、ＬＰガス販売価格の改定などから、経常利益は411,575千円（前年同期比95.9％増）

となりましたが、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、当期純損失は178,378千円となりました。 

  

事業のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

①ガス事業 

当連結会計年度末におけるお客様件数は、62,866件（前年同期比2.1％増）となりました。 

ガス販売量の家庭用は、新規需要家の増加はあったものの期を通して気温が高めに推移したことによ

り、24,854千㎥（前年同期比0.5％減）となりました。業務用（商業用・工業用・その他用）は、工業

用の新規需要家の開発等に努めたことにより、19,900千㎥（前年同期比5.5％増）となり、合計ガス販

売量は、44,755千㎥（前年同期比2.1％増）となりました。 

この結果、ガス売上高は、5,273,012千円（前年同期比0.2％増）となり、営業利益は、熱量変更の進

展によるガス原料原価の低減効果がありましたが、北本工場プラント設備の撤去費、熱量変更費用の増

加などにより784,431千円（前年同期比2.1％増）となりました。 

  

②工事・器具事業 

工事・器具事業は、高効率給湯器、ガス暖房器、安全機能付ガスコンロ等の拡販に積極的な営業活動

を展開してまいりましたが、大型物件の減少により、工事・器具事業の売上高は、2,033,644千円（前

年同期比18.6％減）、営業損益は、30,238千円の営業損失となりました。 

  

③ＬＰＧ事業 

ＬＰＧ事業の当連結会計年度末におけるお客様件数は、17,767件（前年同期比9.4％増）となりまし

た。ガス販売量は、積極的な新規開拓により家庭用の販売量は伸びたものの、大口需要家が減少したこ

とにより業務用の販売量が減少したため、10,235ｔ（前年同期比8.6％減）となりました。 

ＬＰＧ事業の売上高は、新規需要家の獲得によるガスの売上が増加したことなどにより、2,209,438

千円（前年同期比4.9％増）となり、営業損益は、ＬＰガス販売価格の改定などにより99,697千円の営

業利益となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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④その他の事業 

その他の事業の売上高は、天然水の宅配事業、保険事業、エネルギー加工事業等で90,843千円とな

り、営業損失は5,418千円となりました。 

  

（注） 1 上記のセグメント別売上高には、セグメント間の内部売上高972千円を含んでおります。 

  2 ガス事業のガス販売量は、1㎥当たり43.1メガジュール換算で表示しております。また、ＬＰＧ事業の 

 ガス販売量は1kg当たり50.2326メガジュール換算で表示しております。 

 3 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

（次期の見通し） 

都市ガスの販売量は、家庭用および業務用ともに、新規開拓を積極的に推進し、当連結会計年度末に

比べ5.6％増の47,277千㎥の見通しです。ＬＰガス販売量は0.8％減の10,151ｔの見通しです。 

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エイトが高いため、需要期にあたる下

期に売上および利益が偏る傾向にあるため、第２四半期連結累計期間は営業利益、経常利益、当期純利

益とも赤字となる見込みです。 

 
  

項     目
第45期(見通し)
平成22年3月期

第44期(実績)
平成21年3月期

増  減
増減率
(％)

 ガス販売量(千ｍ3) 47,277 44,755 2,521 5.6

 ＬＰＧガス販売量(t) 10,151 10,235 △84 △0.8

 売上高(千円) 10,000,000 9,605,965 394,034 4.1

 営業利益(千円) 250,000 431,272 △181,272 △42.0

 経常利益(千円) 215,000 411,575 △196,575 △47.8

 当期純利益(千円) 215,000 △178,378 393,378 ─
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（資産、負債、純資産及びキャッシュフローの状況に関する分析） 

総資産は、前連結会計年度末に比べて、547,259千円減少し12,444,180千円（前年同期比4.2％減）と

なりました。これは主に白岡ガス㈱の清算結了によるのれんの減少によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて、305,878千円減少し6,527,729千円（前年同期比4.5％減）

となりました。これは主に、長期借入金の減少によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、241,381千円減少し、5,916,451千円（前年同期比3.9％

減）となりました。これは主に当期純損失の計上によるものであります。 

  

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」といいます）は、前連結

会計年度末と比べ3,890千円減少し、1,075,064千円（前年同期比0.4％減）となりました。 

営業活動により得られた資金は、前年同期に比べ128,751千円増加の1,814,686千円（前年同期比

7.6％増）となりました。収入の主な内訳は減価償却費1,145,123千円、関係会社整理損694,004千円で

あり、支出の主な内訳は仕入債務の減少額660,083千円であります。 

投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ148,406千円減少の1,403,288千円（前年同期比

9.6％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得801,733千円、繰延資産（天然ガスへの熱量変

更に係る費用）512,168千円であります。 

財務活動により使用した資金は、前年同期に比べ407,160千円増加の415,288千円となりました。これ

は主に長期借入による収入700,000千円と長期借入金の返済による支出1,068,780千円であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュフロー／利払い 

  

（注1） いずれも連結ベースの財務諸表により計算しています。 

（注2） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注3） キャッシュ・フローは、営業キャッシュフローを利用しています。 

（注4） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と 

しています。 

  

利益配分については、安定配当の継続を基本方針として、長期的且つ安定的な事業展開に必要な内部

留保の充実に努めてまいります。 

このため安定配当を行う観点から、当期の配当金は中間配当2円50銭に期末配当2円50銭を加えた年間

5円となる予定です。次期の配当は中間、期末ともに2円50銭を予定しています。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

②キャッシュフローの状況

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率 50.4 47.5 47.5 47.4 47.5

時価ベースの自己資本比率 48.8 45.0 35.1 27.6 22.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1.8 2.3 1.9 2.3 1.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

36.3 41.3 48.9 40.0 48.2

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社及び当社の連結子会社１社で構成され、ガス事業、工事・器具事業、ＬＰＧ事

業及びその他の事業を行っております。当社グループと当社の親会社である日本瓦斯㈱及び親会社の子

会社である日本瓦斯工事㈱並びに日本瓦斯運輸整備㈱とは、継続的で緊密な事業上の関係があります。

当社グループ、親会社及び親会社の子会社２社の事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントと

の関連は次のとおりであります。 

当社は、都市ガスの製造・供給及び販売を行っております。 

当社が製造するガスの原料は、日本瓦斯㈱から仕入れております。 

当社は、ガス機器の販売並びに需要家負担のガス工事、住宅リフォーム工事を受注しております。 

ガス機器については、主に日本瓦斯㈱から仕入れております。 

住宅リフォーム工事及びガス機器取付工事一部を㈱ユピア新日本に発注しております。 

また、当社は、需要家にガス漏れ警報器及び火災報知器のリースも行っております。 

当社は、ＬＰＧ及びＬＰＧ機器の販売並びに需要家負担のガス工事、住宅リフォーム工事を受注して

おります。 

ＬＰＧ及びＬＰＧ機器は、主に日本瓦斯㈱から仕入れております。 

住宅リフォーム工事及びＬＰＧ機器取付工事の一部を㈱ユピア新日本に発注しております。 

ＬＰＧ配送業務の一部を日本瓦斯運輸整備㈱に委託しております。 

ＬＰＧ及びＬＰＧ機器並びにガス工事は、主に日本瓦斯㈱から仕入れております。 

また、需要家にガス漏れ警報器及び火災報知器のリースも行っております。 

当社は、ガスを他のエネルギーに変換する事業を行っており、一部の大口需要家から電気及び熱に変

換する業務を受託し、ガスコージェネレーションシステムを用いて加工を行っております。 

㈱ユピア新日本は、損害保険の代理店業務を行っております。 

  

  

日本瓦斯㈱は、建設業及び管工事業も営んでおり、当社は自社設備に係るガス設備工事の大部分を同

社に発注しております。 

また、日本瓦斯工事㈱よりガス設備工事の材料を仕入れております。 

  

（注） １ 当社の連結子会社であった白岡ガス㈱は平成20年12月13日をもって、全ての事業を当社が譲り受け平成20

年12月25日に同社は解散し、平成21年３月26日清算結了しております。 

 ２ ㈱ユピア新日本は天然水の宅配事業並びに家庭用置き薬事業を行っておりましたが、同事業を譲渡し、撤

退しております。 

  

2. 企業集団の状況

（１）ガス事業

（２）工事・器具事業

（３）ＬＰＧ事業

（４）その他の事業
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事業の系統図は、次のとおりであります。 
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平成19年３月期決算短信（平成19年４月26日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

http://www.shinnihon-gas.co.jp 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針
(2) 目標とする経営指標
(3) 中長期的な会社の経営戦略
(4) 会社の対処すべき課題

（当社ホームページ）

(東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

固定資産 

有形固定資産 

製造設備 162,619 156,885 

供給設備 6,493,061 6,603,745 

業務設備 641,459 678,132 

その他の設備 818,521 735,023 

建設仮勘定 64,928 303,487 

有形固定資産合計 ※1, ※2, ※3, ※4 8,180,591 ※1, ※2, ※3, ※4 8,477,273 

無形固定資産 

のれん 682,587 － 

その他 37,760 29,136 

無形固定資産合計 720,348 29,136 

投資その他の資産 

投資有価証券 108,708 71,895 

繰延税金資産 128,127 296,002 

その他 245,660 345,610 

投資その他の資産合計 482,496 713,508 

固定資産合計 9,383,435 9,219,918 

流動資産 

現金及び預金 1,088,987 1,075,064 

受取手形及び売掛金 902,115 510,842 

たな卸資産 231,963 － 

商品及び製品 － 88,392 

仕掛品 － 2,200 

原材料及び貯蔵品 － 102,915 

繰延税金資産 62,244 66,142 

その他 362,150 393,999 

貸倒引当金 △17,707 △20,116 

流動資産合計 2,629,755 2,219,440 

繰延資産 

開発費 ※5 978,249 ※5 1,004,821 

繰延資産合計 978,249 1,004,821 

資産合計 12,991,440 12,444,180 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

固定負債 

長期借入金 ※2 2,777,095 ※2 2,382,555 

退職給付引当金 230,945 260,661 

役員退職慰労引当金 172,955 175,933 

ガスホルダー修繕引当金 30,527 42,588 

負ののれん － 3,510 

その他 ※2 17,280 ※2 101,741 

固定負債合計 3,228,804 2,966,990 

流動負債 

1年以内に期限到来の固定負債 ※2 1,019,650 ※2 1,057,160 

支払手形及び買掛金 564,347 465,667 

未払法人税等 106,234 28,369 

関係会社短期債務 1,339,090 1,446,207 

賞与引当金 85,692 84,043 

その他 489,787 479,290 

流動負債合計 3,604,802 3,560,738 

負債合計 6,833,607 6,527,729 

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 5,542,320 5,318,955 

自己株式 △1,134 △1,171 

株主資本合計 6,113,733 5,890,332 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 44,098 26,119 

評価・換算差額等合計 44,098 26,119 

純資産合計 6,157,832 5,916,451 

負債純資産合計 12,991,440 12,444,180 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 10,013,559 9,605,965 

売上原価 5,881,609 5,069,232 

売上総利益 4,131,950 4,536,733 

供給販売費及び一般管理費 

供給販売費 3,450,234 3,622,597 

一般管理費 452,882 482,863 

供給販売費及び一般管理費合計 ※1 3,903,116 ※1 4,105,460 

営業利益 228,833 431,272 

営業外収益 

受取利息 1,137 1,169 

受取配当金 3,588 1,470 

雑収入 18,937 16,385 

営業外収益合計 23,663 19,024 

営業外費用 

支払利息 42,368 38,712 

雑支出 － 10 

営業外費用合計 42,368 38,722 

経常利益 210,127 411,575 

特別利益 

投資有価証券売却益 1,238 － 

ガスホルダー修繕引当金戻入額 2,900 － 

事業譲渡益 － 15,553 

特別利益合計 4,138 15,553 

特別損失 

固定資産売却損 ※2 － ※2 1,411 

固定資産除却損 ※3 － ※3 238 

投資有価証券評価損 897 9,067 

ゴルフ会員権評価損 4,662 － 

関係会社整理損 ※4 － ※4 694,003 

特別損失合計 5,560 704,721 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

208,705 △277,592 

法人税、住民税及び事業税 77,546 62,658 

法人税等調整額 19,832 △161,872 

法人税等合計 97,378 △99,214 

当期純利益又は当期純損失（△） 111,326 △178,378 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 500,000 500,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 500,000 500,000 

資本剰余金 

前期末残高 72,548 72,548 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 72,548 72,548 

利益剰余金 

前期末残高 5,484,977 5,542,320 

当期変動額 

剰余金の配当 △53,984 △44,986 

当期純利益又は当期純損失（△） 111,326 △178,378 

当期変動額合計 57,342 △223,364 

当期末残高 5,542,320 5,318,955 

自己株式 

前期末残高 △1,134 △1,134 

当期変動額 

自己株式の取得 － △37 

当期変動額合計 － △37 

当期末残高 △1,134 △1,171 

株主資本合計 

前期末残高 6,056,391 6,113,733 

当期変動額 

剰余金の配当 △53,984 △44,986 

当期純利益又は当期純損失（△） 111,326 △178,378 

自己株式の取得 － △37 

当期変動額合計 57,342 △223,401 

当期末残高 6,113,733 5,890,332 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 156,989 44,098 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△112,890 △17,979 

当期変動額合計 △112,890 △17,979 

当期末残高 44,098 26,119 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 156,989 44,098 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△112,890 △17,979 

当期変動額合計 △112,890 △17,979 

当期末残高 44,098 26,119 

純資産合計 

前期末残高 6,213,380 6,157,832 

当期変動額 

剰余金の配当 △53,984 △44,986 

当期純利益又は当期純損失（△） 111,326 △178,378 

自己株式の取得 － △37 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112,890 △17,979 

当期変動額合計 △55,547 △241,381 

当期末残高 6,157,832 5,916,451 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

208,705 △277,592 

減価償却費 1,103,760 1,145,123 

のれん償却額 37,142 27,417 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,111 2,409 

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,824 △1,649 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,814 29,715 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,691 2,977 

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） △65,839 12,060 

受取利息及び受取配当金 △4,725 △2,625 

支払利息 42,368 38,712 

投資有価証券売却損益（△は益） △1,238 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 897 9,067 

有形固定資産除却損 118,699 22,041 

有形固定資産売却損益（△は益） － 1,411 

長期前払費用償却額 26,914 52,723 

無形固定資産償却費 15,747 10,480 

繰延資産償却額 429,598 485,596 

事業譲渡損益（△は益） － △15,553 

関係会社整理損 － 694,003 

売上債権の増減額（△は増加） △62,276 391,273 

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,659 40,655 

仕入債務の増減額（△は減少） 120,655 △660,083 

未払消費税等の増減額（△は減少） △36,863 △3,085 

ゴルフ会員権評価損 4,662 － 

その他 △19,496 △17,342 

小計 1,906,153 1,987,735 

利息及び配当金の受取額 4,725 2,625 

利息の支払額 △42,102 △37,657 

法人税等の支払額 △182,840 △138,017 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,685,935 1,814,686 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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 △10,032 － 

定期預金の払戻による収入 － 10,032 

投資有価証券の取得による支出 △368 △414 

投資有価証券の売却による収入 31,121 － 

有形固定資産の取得による支出 △979,669 △801,733 

有形固定資産の売却による収入 － 41,229 

工事負担金等受入による収入 39,120 18,082 

無形固定資産の取得による支出 △22,853 △13,568 

無形固定資産の売却による収入 － 16,441 

長期前払費用の取得による支出 △118,951 △78,069 

繰延資産の取得による支出 △495,103 △512,168 

事業譲渡による収入 － 15,553 

その他 5,043 △98,673 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,551,694 △1,403,288 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 400,000 － 

短期借入金の返済による支出 △400,000 － 

長期借入れによる収入 1,050,000 700,000 

長期借入金の返済による支出 △1,004,195 △1,068,780 

配当金の支払額 △53,933 △45,030 

自己株式の取得による支出 － △37 

リース債務の返済による支出 － △1,441 

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,128 △415,288 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126,112 △3,890 

現金及び現金同等物の期首残高 952,842 1,078,955 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,078,955 ※1 1,075,064 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
 
(1) 連結子会社の数 ２社

      会社名：㈱ユピア新日本 

          白岡ガス㈱

 
(1) 連結子会社の数 １社

      会社名：㈱ユピア新日本   

なお、白岡ガス㈱は、平成20年12月25
日に解散し、平成21年３月26日に清算結
了したため連結の範囲から除外し、当連
結会計年度では平成21年３月26日の清算
結了までの損益計算書を連結しておりま
す。

(2) 非連結子会社の数 －社 (2) 非連結子会社の数 －社

２ 会計処理基準に関する事

項

重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

  建物(建物付属設備は除く)

   a 平成10年3月31日以前に取得し

たもの

    旧定率法によっております。

   b 平成10年4月1日から平成19年3

月31日までに取得したもの

    旧定額法によっております。

   c 平成19年4月1日以降に取得し

たもの

    定額法によっております。

  建物以外

   a 平成19年3月31日以前に取得し

たもの

    旧定率法によっております。

   b 平成19年4月1日以降に取得し

たもの

    定率法によっております。

(会計方針の変更)

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改
正する法律 平成19年３月30日 法律第６
号)及び(法人税法施行令の一部を改正する
政令 平成19年３月30日 政令第83号))に
伴い、平成19年４月１日以降に取得したも
のについては、改正後の法人税法に基づく
方法に変更しております。
 これに伴い、前連結会計年度と同一の方
法によった場合と比べ、営業利益、経常利
益、税金等調整前当期純利益、当期純利益
がそれぞれ11,972千円減少しております。
 なお、セグメント情報に与える影響は、
当該箇所に記載しております。

(追加情報)

 なお、平成19年３月31日以前に取得した
ものについては、償却可能限度額まで償却
が終了した翌年から５年間で均等償却する
方法によっております。
 これに伴い、営業利益、経常利益、税金
等調整前当期純利益、当期純利益がそれぞ
れ63,761千円減少しております。
 なお、セグメント情報に与える影響は、
当該箇所に記載しております。

重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

  建物(建物付属設備は除く)

   a 平成10年3月31日以前に取得し

たもの

    旧定率法によっております。

   b 平成10年4月1日から平成19年3

月31日までに取得したもの

    旧定額法によっております。

   c 平成19年4月1日以降に取得し

たもの

    定額法によっております。

  建物以外

   a 平成19年3月31日以前に取得し

たもの

    旧定率法によっております。

   b 平成19年4月1日以降に取得し

たもの

    定率法によっております。

また、平成19年３月31日以前に取得し
たものについては、償却可能限度額まで
償却が終了した翌年から５年間で均等償
却する方法によっております。
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 なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な変更がない

ため開示を省略します。 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ② 無形固定資産

    定額法。なお、自社利用のソ

フトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっており

ます。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

③ リース資産

  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

 リース期間を耐用年数とし、残
 存価格をゼロとして算定する方法 
 によっております。
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

──────────── 

 

(リース取引に関する会計基準等)

 当連結会計年度より、「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))を適用してお

ります。

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純損失は、それぞれ1,372千円減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。

(棚卸資産の評価に関する会計基準等)

 当連結会計年度より、「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日公

表分）を適用しております。

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純損失への影響はありません。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

──────────── （連結貸借対照表）
 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において「たな卸資産」として掲

記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製

品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して

おります。

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」は120,053千円、「原材料及び貯蔵

品」は111,910千円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 19,808,314千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 20,450,338千円

※２ （1）長期借入金1,597,110千円(１年以内の返済分

257,110千円含む)の担保として工場財団抵当に供

しているものは、次のとおりであります。

    担保に供している資産

 製造設備 162,503千円 (帳簿価額)

 供給設備 5,677,379 (帳簿価額)

 業務設備 266,839 (帳簿価額)

   計 6,106,722

※２ （1）長期借入金1,852,820千円(１年以内の返済分

302,600千円含む)の担保として工場財団抵当に供

しているものは、次のとおりであります。

    担保に供している資産

 製造設備 156,793千円 (帳簿価額)

 供給設備 5,799,109 (帳簿価額)

 業務設備 260,381 (帳簿価額)

   計 6,216,285

   （2）その他固定負債(未払高度化資金)19,200

千円(１年以内に期限到来分1,920千円含む)の担保

に供しているものは、供給設備19,438千円(帳簿価

額)であります。

   （2）その他固定負債(未払高度化資金)17,280千円

(１年以内に期限到来分1,920千円含む)の担保に供

しているものは、供給設備16,289千円(帳簿価額)

であります。

※３ 供給設備の取得価額は、工事負担金等受入のため

次の金額が圧縮記帳されております。

 当期圧縮記帳額 27,956千円

 圧縮記帳累計額 1,714,328千円

※３ 供給設備の取得価額は、工事負担金等受入のため

次の金額が圧縮記帳されております。

 当期圧縮記帳額 39,967千円

 圧縮記帳累計額 1,754,152千円

※４ 北本地区の熱量変更終了に伴い、製造設備63,215

千円及び供給設備49,623千円の除却をしておりま

す。また、製造設備から供給設備等へ775,925千円

の科目振替をしております。

※４    ──────────── 

※５ 新日本瓦斯㈱は、クリーンでより安全な天然ガス

の供給体制を確立するため、都市ガス需要家の熱

量変更を平成21年度に完了すべく、現在その作業

を推進中であります。天然ガスは、ガス製造設備

が不要であり、かつ高カロリーであるため供給能

力が増大する等、設備投資が大幅に合理化され、

将来の設備負担が大きく軽減されることが期待さ

れます。

※５                同    左

   

 ６ 当座貸越契約

   新日本瓦斯㈱は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行である㈱埼玉りそな銀行と当座貸

越契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 ―

差引高 400,000

 ６         同    左  
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

科目
供給販売費 
(千円)

一般管理費
(千円)

給料 373,241 159,109

雑給 31,550 1,464

賞与手当 141,239 21,356

退職手当 44,207 12,372

法定・厚生福利費 94,070 25,101

消耗品費 230,155 14,697

委託作業費 315,420 27,567

租税課金 165,336 58,035

需要開発費 685,157 ─

減価償却費 1,080,680 16,168

のれん償却 ─ 37,142
 

※１ 供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

科目
供給販売費 
(千円)

一般管理費
(千円)

給料 384,212 170,058

雑給 24,675 781

賞与手当 141,770 17,734

退職手当 86,123 27,576

法定・厚生福利費 93,820 25,810

消耗品費 230,654 12,215

委託作業費 344,788 34,235

租税課金 167,050 55,777

需要開発費 748,697 ─

減価償却費 1,132,919 16,950

のれん償却 ─ 27,417

※２     ──────────── ※２ 構築物、機械装置、電話加入権の売却損でありま

す。 

※３     ──────────── ※３ 車両運搬具、工具器具備品の除却損であります。

※４     ────────────       ※４ 関係会社整理損は白岡ガス㈱を清算したことによ

るものであります。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式(株) 9,000,000 ─ ─ 9,000,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式(株) 2,665 ─ ─ 2,665

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 31,490 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月30日 
取締役会

普通株式 22,493 2.5 平成19年９月30日 平成19年11月19日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 22,493 2.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式(株) 9,000,000 ─ ─ 9,000,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式(株) 2,665 120 ─ 2,785

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 22,493 2.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月30日 
取締役会

普通株式 22,493 2.5 平成20年９月30日 平成20年11月19日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 22,493 2.5 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定 1,088,987千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

10,032

現金及び現金同等物 1,078,955
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 1,075,064千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

─

現金及び現金同等物 1,075,064
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) 1 事業区分の方法につきましては、主としてガス事業会計規則に準拠した売上計上区分によっております。 

2 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及び繰延資産(開発費)の償却額とそれらの増加額が含まれて

おります。 

3 各区分に属する主要な製品の名称 

 
  

4 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

 
  

会計処理の変更 

 （有形固定資産の減価償却の方法の変更） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の会計方針の変更及び追加情報に記載のとおり、

当連結会計年度から、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく方法に変更し、平成19年３月31日以前に取得したものについては償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、75,734千円増加

し、営業利益が同額減少しております。このため、ガス事業に関しては、70,140千円増加し、営業利益が

同額減少しております。なお、他のセグメントに対する影響は軽微であります。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

ガス事業 
(千円)

工事・器具
事業 
(千円)

ＬＰＧ事業
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益 
  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

5,261,712 2,495,889 2,106,840 149,117 10,013,559 ─ 10,013,559

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 3,031 8 661 3,700 (3,700) ─

計 5,261,712 2,498,921 2,106,848 149,778 10,017,260 (3,700) 10,013,559

   営業費用 4,493,695 2,531,916 2,222,528 152,346 9,400,487 384,238 9,784,726

   営業利益 
   又は営業損失(△)

768,016 △32,994 △115,680 △2,567 616,772 (387,939) 228,833

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

   資産 8,703,958 966,318 2,008,165 23,470 11,701,912 1,289,527 12,991,440

   減価償却費 1,460,189 10,326 94,567 474 1,565,557 10,462 1,576,020

   資本的支出 1,378,746 9,955 279,191 3,507 1,671,401 8,809 1,680,210

事業区分 主要な製品等の内容

ガス ガス導管を通じて供給する都市ガス       

工事・器具
工事……需要家ガス設備
器具……ガスヒートポンプエアコン(ＧＨＰ)・温水式ガス床暖房・給湯器等ガス機器 
    ・住宅リフォーム工事・ガスコージェネレーションシステム

ＬＰＧ
ＬＰＧ・都市ガス供給区域外簡易ガス・ＬＰＧ用需要家ガス設備・ＬＰＧ用ガスヒー
トポンプエアコン(ＧＨＰ)等ガス機器・ＬＰＧ需要家住宅リフォーム工事

その他 生活関連商品・ガスを他のエネルギーへの加工業務・天然水・家庭用置き薬等

消去又は全社の項目に含めた 
配賦不能営業費用の金額

(千円) 387,939
主なものは、連結財務諸表提出会社の管理部
門に係る費用

消去又は全社の項目に含めた 
全社資産の金額

(千円) 1,289,527
主なものは、連結財務諸表提出会社における
余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金
(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) 1 事業区分の方法につきましては、主としてガス事業会計規則に準拠した売上計上区分によっております。 

2 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及び繰延資産(開発費)の償却額とそれらの増加額が含まれて

おります。 

3 各区分に属する主要な製品の名称 

 
  

4 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

 
  

会計処理の変更 

 （リース取引に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」記載のとおり、当連結会計年度から、「リース取

引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年３月30日)を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業費用は、当連結会計年度の営業費用は1,372千

円増加し、営業利益は同額減少しております。このため、ガス事業に関しては、1,043千円増加し、営業

利益が同額減少しております。なお、他のセグメントに対する影響は軽微であります。 

  

ガス事業 
(千円)

工事・器具
事業 
(千円)

ＬＰＧ事業
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益 
  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

5,273,012 2,033,561 2,209,061 90,330 9,605,965 ─ 9,605,965

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 82 376 513 972 (972) ─

計 5,273,012 2,033,644 2,209,438 90,843 9,606,938 (972) 9,605,965

   営業費用 4,488,580 2,063,882 2,109,740 96,262 8,758,466 416,226 9,174,692

   営業利益 
   又は営業損失(△)

784,431 △30,238 99,697 △5,418 848,472 (417,199) 431,272

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

   資産 9,107,914 711,724 1,145,834 ─ 10,965,473 1,478,706 12,444,180

   減価償却費 1,545,907 11,138 132,193 ─ 1,689,240 4,682 1,693,922

   資本的支出 1,913,211 35,581 104,052 ─ 2,052,845 40,250 2,093,096

事業区分 主要な製品等の内容

ガス ガス導管を通じて供給する都市ガス       

工事・器具
工事……需要家ガス設備
器具……ガスヒートポンプエアコン(ＧＨＰ)・温水式ガス床暖房・給湯器等ガス機器 
    ・住宅リフォーム工事・ガスコージェネレーションシステム

ＬＰＧ
ＬＰＧ・都市ガス供給区域外簡易ガス・ＬＰＧ用需要家ガス設備・ＬＰＧ用ガスヒー
トポンプエアコン(ＧＨＰ)等ガス機器・ＬＰＧ需要家住宅リフォーム工事

その他 生活関連商品・ガスを他のエネルギーへの加工業務・天然水・家庭用置き薬等

消去又は全社の項目に含めた 
配賦不能営業費用の金額

(千円) 417,199
主なものは、連結財務諸表提出会社の管理部
門に係る費用

消去又は全社の項目に含めた 
全社資産の金額

(千円) 1,478,706
主なものは、連結財務諸表提出会社における
余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金
(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等
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前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自平成20年４月
１日 至平成21年３月31日) 
当社グループは、在外連結子会社及び在外事業所がないため、開示の対象となる事項はありませ
ん。 

  

前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自平成20年４月
１日 至平成21年３月31日) 
当社グループは、海外での営業活動を行っておりませんので、開示の対象となる事項はありませ
ん。 

以下の注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省
略しております。 

・リース取引関係 
・関連当事者との取引 
・税効果会計関係 
・有価証券関係 
・デリバティブ取引関係 
・退職給付関係 
・企業結合等関係 

なお、当該注記事項に関しては、平成21年６月25日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますの
で、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』(ＥＤＩＮＥ
Ｔ）でご覧ください。 
  

当社はストック・オプションを付与していないため、記載しておりません。 
  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

（開示の省略）

（ストック・オプション等関係）
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(注) 1.１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

   2.１株当たり当期純利益及び１株当たり当期純損失の算定上の基礎 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 684円41銭 １株当たり純資産額 657円58銭

１株当たり当期純利益 12円37銭 １株当たり当期純損失（△） △19円83銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末
平成20年３月31日

当連結会計年度末
平成21年３月31日

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 6,157,832 5,916,451

普通株式に係る純資産額(千円) 6,157,832 5,916,451

普通株式の発行済株式数(千株) 9,000 9,000

普通株式の自己株式数(千株) 2 2

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(千株)

8,997 8,997

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 
または当期純損失（△）(千円)

111,326 △178,378

普通株式に係る当期純利益 
または当期純損失（△）(千円)

111,326 △178,378

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,997 8,997

(重要な後発事象)

新日本瓦斯株式会社　（9542）　平成21年３月期決算短信

26



5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

固定資産 

有形固定資産 

製造設備 162,619 156,885 

供給設備 6,493,061 6,603,745 

業務設備 641,459 678,132 

附帯事業設備 481,480 734,830 

建設仮勘定 64,928 303,487 

有形固定資産合計 7,843,550 8,477,081 

無形固定資産 

その他 18,916 251,232 

無形固定資産合計 18,916 251,232 

投資その他の資産 

投資有価証券 108,708 71,895 

関係会社投資 1,195,750 20,000 

社内長期貸付金 70,288 61,321 

出資金 12,468 12,468 

長期前払費用 136,156 169,137 

繰延税金資産 120,004 291,172 

その他投資 19,043 102,682 

投資その他の資産合計 1,662,420 728,678 

固定資産合計 9,524,887 9,456,992 

流動資産 

現金及び預金 978,827 1,060,579 

受取手形 197,414 73,946 

売掛金 668,617 412,081 

関係会社売掛金 8 309 

未収入金 56,927 149,605 

製品 105,185 － 

商品及び製品 － 88,392 

原料 17,649 － 

仕掛品 － 2,200 

貯蔵品 85,907 － 

原材料及び貯蔵品 － 102,915 

前払金 6,993 1,302 

前払費用 9,513 9,152 

繰延税金資産 45,771 50,116 

その他 1,560 11,409 

附帯事業流動資産 309,294 221,164 

貸倒引当金 △17,707 △20,116 

流動資産合計 2,465,963 2,163,060 

繰延資産 

開発費 978,249 1,004,821 

繰延資産合計 978,249 1,004,821 

資産合計 12,969,100 12,624,874 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

固定負債 

長期借入金 2,777,095 2,382,555 

退職給付引当金 204,148 242,492 

役員退職慰労引当金 172,955 175,933 

ガスホルダー修繕引当金 30,527 42,588 

その他固定負債 17,280 101,741 

固定負債合計 3,202,006 2,945,311 

流動負債 

1年以内に期限到来の固定負債 1,019,650 1,057,160 

支払手形 171,286 238,301 

買掛金 373,844 219,108 

未払金 188,083 231,093 

未払費用 46,911 49,125 

未払法人税等 104,579 28,279 

前受金 7,724 3,703 

預り金 12,954 13,516 

賞与引当金 79,678 82,762 

関係会社短期債務 1,305,872 1,441,004 

附帯事業流動負債 224,709 180,080 

流動負債合計 3,535,294 3,544,137 

負債合計 6,737,301 6,489,448 

純資産の部 

株主資本 

資本金 500,000 500,000 

資本剰余金 

資本準備金 72,548 72,548 

資本剰余金合計 72,548 72,548 

利益剰余金 

利益準備金 93,284 93,284 

その他利益剰余金 

別途積立金 3,199,500 3,299,500 

繰越利益剰余金 2,323,502 2,145,146 

利益剰余金合計 5,616,286 5,537,930 

自己株式 △1,134 △1,171 

株主資本合計 6,187,700 6,109,306 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 44,098 26,119 

評価・換算差額等合計 44,098 26,119 

純資産合計 6,231,799 6,135,426 

負債純資産合計 12,969,100 12,624,874 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

製品売上 

ガス売上 5,261,679 5,273,012 

売上原価 

期首たな卸高 106,041 105,185 

当期製品製造原価 835,610 345,584 

当期製品仕入高 1,239,608 1,507,223 

当期製品自家使用高 18,577 11,202 

期末たな卸高 105,185 88,392 

売上原価合計 2,057,497 1,858,398 

売上総利益 3,204,181 3,414,613 

供給販売費 2,597,604 2,789,626 

一般管理費 415,847 455,512 

供給販売費及び一般管理費 3,013,451 3,245,139 

事業利益 190,730 169,474 

営業雑収益 

受注工事収益 312,007 363,252 

器具販売収益 2,041,772 1,577,125 

その他営業雑収益 32 － 

営業雑収益合計 2,353,812 1,940,377 

営業雑費用 

受注工事費用 305,175 356,131 

器具販売費用 1,853,894 1,384,086 

営業雑費用合計 2,159,069 1,740,218 

附帯事業収益 2,222,837 2,195,741 

附帯事業費用 2,336,139 2,088,213 

営業利益 272,170 477,162 

営業外収益 

受取利息 1,030 1,059 

受取配当金 3,587 1,469 

雑収入 13,841 15,899 

営業外収益合計 18,459 18,428 

営業外費用 

支払利息 42,368 38,712 

営業外費用合計 42,368 38,712 

経常利益 248,261 456,878 

特別利益 

ガスホルダー修繕引当金戻入額 2,900 － 

投資有価証券売却益 1,238 － 

特別利益合計 4,138 － 

特別損失 

固定資産売却損 － 548 

投資有価証券評価損 897 9,067 

ゴルフ会員権評価損 4,662 － 

関係会社整理損 － 645,964 

特別損失合計 5,560 655,579 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 246,839 △198,701 

法人税、住民税及び事業税 75,647 － 

法人税等調整額 20,256 △165,332 

法人税等合計 95,904 △165,332 

当期純利益又は当期純損失（△） 150,935 △33,369 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 500,000 500,000 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 500,000 500,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 72,548 72,548 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 72,548 72,548 

資本剰余金合計 

前期末残高 72,548 72,548 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 72,548 72,548 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 93,284 93,284 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 93,284 93,284 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 2,999,500 3,199,500 

別途積立金の積立 200,000 100,000 

当期変動額合計 200,000 100,000 

当期末残高 3,199,500 3,299,500 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,426,551 2,323,502 

当期変動額 

剰余金の配当 △53,984 △44,986 

別途積立金の積立 △200,000 △100,000 

当期純利益又は当期純損失（△） 150,935 △33,369 

当期変動額合計 △103,048 △178,355 

当期末残高 2,323,502 2,145,146 

利益剰余金合計 

前期末残高 5,519,335 5,616,286 

当期変動額 

剰余金の配当 △53,984 △44,986 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 150,935 △33,369 

当期変動額合計 96,951 △78,355 

当期末残高 5,616,286 5,537,930 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △1,134 △1,134 

当期変動額 

自己株式の取得 － △37 

当期変動額合計 － △37 

当期末残高 △1,134 △1,171 

株主資本合計 

前期末残高 6,090,749 6,187,700 

当期変動額 

剰余金の配当 △53,984 △44,986 

当期純利益又は当期純損失（△） 150,935 △33,369 

自己株式の取得 － △37 

当期変動額合計 96,951 △78,393 

当期末残高 6,187,700 6,109,306 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 156,989 44,098 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112,890 △17,979 

当期変動額合計 △112,890 △17,979 

当期末残高 44,098 26,119 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 156,989 44,098 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112,890 △17,979 

当期変動額合計 △112,890 △17,979 

当期末残高 44,098 26,119 

純資産合計 

前期末残高 6,247,738 6,231,799 

当期変動額 

剰余金の配当 △53,984 △44,986 

当期純利益又は当期純損失（△） 150,935 △33,369 

自己株式の取得 － △37 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112,890 △17,979 

当期変動額合計 △15,939 △96,373 

当期末残高 6,231,799 6,135,426 
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該当事項はありません。 

  

 
  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 固定資産の減価償却の方

法

① 有形固定資産

  建物(建物付属設備は除く)

   a 平成10年3月31日以前に取得し

たもの

    旧定率法によっております。

   b 平成10年4月1日から平成19年3

月31日までに取得したもの

    旧定額法によっております。

   c 平成19年4月1日以降に取得し

たもの

    定額法によっております。

  建物以外

   a 平成19年3月31日以前に取得し

たもの

    旧定率法によっております。

   b 平成19年4月1日以降に取得し

たもの

    定率法によっております。

(会計方針の変更)

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改
正する法律 平成19年３月30日 法律第６
号)及び(法人税法施行令の一部を改正する
政令 平成19年３月30日 政令第83号))に
伴い、平成19年４月１日以降に取得したも
のについては、改正後の法人税法に基づく
方法に変更しております。
 これに伴い、前事業年度と同一の方法に
よった場合と比べ、営業利益、経常利益、
税引前当期純利益がそれぞれ10,074千円減
少しております。

(追加情報)

 なお、平成19年３月31日以前に取得した
ものについては、償却可能限度額まで償却
が終了した翌年から５年間で均等償却する
方法によっております。
 これに伴い、営業利益、経常利益、税引
前当期純利益がそれぞれ61,838千円減少し
ております。

① 有形固定資産(リース資産を除く)

  建物(建物付属設備は除く)

   a 平成10年3月31日以前に取得し

たもの

    旧定率法によっております。

   b 平成10年4月1日から平成19年3

月31日までに取得したもの

    旧定額法によっております。

   c 平成19年4月1日以降に取得し

たもの

    定額法によっております。

  建物以外

   a 平成19年3月31日以前に取得し

たもの

    旧定率法によっております。

   b 平成19年4月1日以降に取得し

たもの

    定率法によっております。

また、平成19年３月31日以前に取得し
たものについては、償却可能限度額まで
償却が終了した翌年から５年間で均等償
却する方法によっております。

 ② 無形固定資産

    定額法。なお、自社利用のソ

フトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっており

ます。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

③ リース資産

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
リース期間を耐用年数とし、残存価格

をゼロとして算定する方法によっており
ます。
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以下の注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省
略しております。 

・貸借対照表関係 
・損益計算書関係 
・株主資本等変動計算書関係 
・リース取引関係 
・有価証券関係 
・税効果会計関係 
・１株当たり情報 

なお、当該注記事項に関しては、平成21年６月25日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますの
で、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』（ＥＤＩＮＥ
Ｔ）でご覧ください。 

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

２ リース取引に関する会計

基準等

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おりまし
たが、当事業年度より、「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))を
適用しております。 
 なお、平成20年３月31日以前に契約を
行ったリース契約につきましては、通常
の賃貸借契約処理に準じた方法によって
おります。 
 これにより営業利益、経常利益及び税
引前当期純損失は、それぞれ1,372千円
減少しております。 

（開示の省略）
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該当事項はありません。 

  

１．新任監査役候補 

 監査役 小野 尊司（現 岩谷産業㈱エネルギー関東支社長） 

２．退任予定監査役 

 監査役 澤村 繁夫 

 監査役 岩谷 治樹 

（注） 新任監査役候補者 小野 尊司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動（平成21年６月25日付予定）
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