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(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 111,276 5.9 4,910 60.5 4,393 69.7 1,518 602.6

20年3月期 105,050 8.9 3,060 △40.8 2,588 △45.8 216 △88.4

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 34 05 ― ― 5.8 3.7 4.4

20年3月期 4 85 ― ― 0.8 2.2 2.9

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 14百万円  20年3月期 11百万円

(2) 連結財政状態

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 116,029 37,393 23.0 598 77

20年3月期 120,094 36,556 21.7 584 96

(参考) 自己資本  21年3月期 26,693百万円  20年3月期 26,079百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

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 16,357 △9,497 △5,952 9,978

 20年3月期 9,768 △9,784 2,439 9,070

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 ― ― 5 50 ― ― 5 50 11 00 492 227.0 1.8

21年3月期 ― ― 5 50 ― ― 7 50 13 00 581 38.2 2.2

22年3月期(予想) ― ― 6 50 ― ― 6 50 13 00 23.2

(％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 51,000 1.7 1,900 234.0 1,500 386.5 400 ─ 8 97

通 期 113,000 1.5 6,800 38.5 6,000 36.6 2,500 64.7 56 08
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4. その他 

  

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

〔(注) 詳細は、22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。〕 

  

 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

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 

 

 
  

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） 

 

 
  
 ※ 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）経営成績の分

析」をご覧ください。 
  

(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) 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）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 21年3月期 44,961,525株 20年3月期 44,961,525株

② 期末自己株式数 21年3月期 381,712株 20年3月期 377,247株

(参考) 個別業績の概要

(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 72,812 △ 0.2 3,047 54.5 2,919 56.1 1,486 191.2

 20年3月期 72,971 6.5 1,972 △ 33.5 1,870 △ 36.0 510 △ 65.9

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 33 22 ― ―

 20年3月期 11 41 ― ―

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 69,654 23,143 33.2 517 15

 20年3月期 69,618 22,543 32.4 503 70

(参考) 自己資本  21年3月期 23,143百万円  20年3月期 22,543百万円

(％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)

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 33,300 0.2 1,400 55.7 1,300 48.0 650 71.8 14 52

通 期 74,000 1.6 4,400 44.4 4,100 40.4 2,200 47.9 49 16
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当連結会計年度は、昨年夏以降の米国の金融危機に端を発した百年に一度と言われる世界同時不況の

影響で、我が国の景気も急速に悪化し、深刻な状況に直面いたしました。 

ガス業界におきましては、景気悪化の影響をうけ、産業用の需要が大きく減少し、事業法人向を中心に

厳しい環境となりました。また、原油価格の乱高下による社会情勢の激変でガス事業者にとって、エネ

ルギー高度利用や環境への取り組みは絶対条件になり、かつ、安全を前提とした一層の顧客サービスの

向上が求められ、競争はさらに激化しております。 

このような経営環境下にあって、当社グループ挙げて地域に密着した地道な営業活動を展開し、お客様

に一層ご満足いただけるよう努めて参りました。 

その結果、次の様になりました。 

売上高 

当社グループ全体のお客様数が前期と比べ58千戸増の850千戸（前期比7.4％増）となり、ガス販売量

が21,859t増の567,764t（前期比4.0％増）となったこと等により、売上高は前年度比62億2千6百万円増

収の1,112億7千6百万円(前期比5.9％増）となりました。 

営業利益・経常利益 

当社グループの主力製品の原料であるＬＰＧ及びＬＮＧの価格高騰が続いておりましたが、9月の世

界的な金融危機を契機とした原油価格の下落と共にLPガスの仕入価格も下降し始めました。さらに、新

規顧客増加に努めたことにより、先行投資による経費等は増加したものの、市場より圧倒的なご支持を

いただき、民生用のガス増販に結びつきました。その結果、営業利益は前期比18億5千万円増益の49億1

千万円（前期比60.5％増)となり、経常利益は前期比18億4百万円増益の43億9千3百万円（前期比69.7％

増）となりました。 

当期純利益 

特別損失として、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関係会社株式整理損6億4千5百万円、販売用不動産の簿価切下げに伴う評価損2

億8百万円などを計上しましたが、当期純利益は前期比13億2百万円増益の15億1千8百万円（前期比

602.6％増）となりました。 

なお、当期の期末配当金は本日公表のとおり2円増の1株当たり7円50銭（年間13円）としたいと考え

ております。 

当連結会計年度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] 

主要原料であるＬＰＧとＬＮＧ原料価格は原油価格に連動し、史上 高値を更新いたしましたが、そ

の後の金融危機により、原料の価格は下落傾向へと進みました。輸出企業を中心に市場経済が急激に減

速する中、家庭用需要中心の当社グループは規制緩和、環境問題、競合エネルギー間の競争が激化する

厳しい環境下において、グループ総力を挙げて積極的な営業活動を展開し、顧客基盤の拡充に努めて参

りました。また、更なる営業拠点の充実も図り、天然ガス導入による一般ガス事業化も更に推進して参

りました。その他、保安面におきましては埋設導管の耐震化に積極的な更新を行い、物流面におきまし

てはシステムを利用した更なる合理化を図り、また、環境面への取り組みとして、高効率機器の普及促

進、燃料電池のフィールドテストにも取り組んで参りました。 

その結果、当事業の売上高は1,053億5千6百万円と前期と比べ69億円2千7百万円（前期比7.0％増）の

増収となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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[エアゾール・燃料充填事業] 

当社の主力製品であるカセットコンロ用ガスボンベは、原料価格が上期は大きく高騰し、下期は下落

を続けるという影響が大きくあり、 終出荷本数は微増にとどまるも値上げの効果で売上高は40億1千8

百万円(前期比6.5%増)となりました。 

 エアゾール製品につきましては、中国製品の高騰で輸入量が大きく減少し、また、国内製品も自動車

関連の低迷が大きく影響し、前期と比べ34.8%の減少の17億2千2百万円となりました。 

その結果、当事業の売上高は57億4千1百万円となり、前期と比べ6億7千2百万円(前期比10.5%減)減収と

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1億7千7百万円と前期と

比べ2千8百万円（前期比13.9％減）の減収となりました。 
  

事業のセグメント別の販売実績 

   

１) ガス事業の販売実績 

   

２) エアゾール・燃料充填事業の販売実績 

   

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

(19.4.1～20.3.31)
当連結会計年度 

(20.4.1～21.3.31)

ガス事業(百万円) 98,429 105,356

エアゾール・燃料充填事業(百万円) 6,414 5,741

その他の事業(百万円) 206 177

合計(百万円) 105,050 111,276

区分
前連結会計年度

(19.4.1～20.3.31)
当連結会計年度 

(20.4.1～21.3.31)

ガス販売量(t) 545,904 567,764

ガス(百万円) 74,995 83,994

機器(百万円) 14,459 13,419

受注工事(百万円) 7,082 5,902

その他(百万円) 1,892 2,040

合計(百万円) 98,429 105,356

区分
前連結会計年度

(19.4.1～20.3.31)
当連結会計年度 

(20.4.1～21.3.31)

ライター用・カセットコンロ用 
ガスボンベ等(百万円)

3,772 4,018

エアゾール製品等(百万円) 2,642 1,722

合計(百万円) 6,414 5,741
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（次期の見通し） 

平成21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20年度に対し売上高は1.5％増の1,130億円になる見通しです。 

比較的価格が安定的で中近東に依存しない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、お客様数の増加等により、営業利益は38.5％増の68億円、経

常利益は36.6％増の60億円、当期純利益は64.7％増の25億円となる見通しです。 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ40億6千4百万円（3.4％減）減少し、1,160億2

千9百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ25億8千8百万円（8.6％減）減少し、276億3百万円となりまし

た。主な要因は、ガス販売価格の低下による受取手形及び売掛金の減少とガス仕入価格の低下に伴う棚

卸資産在庫金額の減少によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ8億8千万円（1.0％減）減少し、859億7千4百万円となりまし

た。主な要因は、土地の購入、ガス供給設備の取得により有形固定資産が増加したものの、投資有価証

券が時価評価に伴い減少したこと及び、連結子会社である新日本瓦斯株式会社が白岡ガス株式会社を整

理統合したことに伴い保有していた白岡ガス株式を整理したことによる減少によるものです。 

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ49億2百万円（5.9％減）減少し、786億3

千6百万円となりました。主な要因は、ガス仕入価格の低下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。 

当連結会計年度末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ、8億3千7百万円（2.3％増）増加し、

373億9千3百万円となりました。主な要因は、当期純利益の増加に伴い利益剰余金が増加したことによ

るものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の21.7％から23.0％となり1.3％増加しました。 

１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ13円81銭増加し598円77銭となりました。 

当社は経営に必要な流動性の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。 
  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ、9億7百万円増加し、当連結会計年度末残高は99億7千8百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ、65億8千9百万円収入が増加し、163億5千7

百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度に比べ増加したこと及び

売上債権と棚卸資産が減少したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ、2億8千7百万円支出が減少し、94億9千7百

万円となりました。主な要因は、開発費による支出の減少によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ、83億9千1百万円支出が増加し、59億5千2百

万円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が減少するとともに、借入金の残高が減少した

ことによるものであります。 
  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産

② キャッシュ・フローの概況
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(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/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 
  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表上に計上されている

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おります。 

  

利益配分につきましては、安定配当の継続を基本方針として、配当性向の向上に努めてまいります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当期の配当につきましては、1株当たり１

３円(うち中間配当５円５０銭)の配当を実施する予定であります。また、次期の配当につきましては、

継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり１３円（うち中間配当６円５０銭）としたいと考えて

おります。内部留保資金の使途につきましては、ＬＰガス及び都市ガスの供給体制の安定・合理化を図

るための設備投資や、大規模地震発生時などの有事に、ライフラインの安定的保全維持という社会的責

任を担保する内部留保の充実を図るとともに、顧客基盤拡充に向けた積極投資を充実させ、将来に向け

た株主価値の向上に努めてまいります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めておりま

す。 
  

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが

あります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

当社グループの基幹事業であるガス事業の収益性は、主として次の要因により左右されます。 

①気温・水温の変動によるガス需要への影響 

当社グループの売上高の大半を占めている「ガス事業」の性質上、気温・水温の変動がガス需要に影

響を及ぼす可能性があります。但し、当社グループは積極的な顧客基盤の拡充政策や、ＧＨＰを代表と

する空調機器や小型コージェネ機器（エコウィル）、床暖房などの拡販により、これらの影響を 小限

にするよう努力をしております。 

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 23.8 23.9 23.4 21.7 23.0

時価ベースの自己資本比率 37.5 41.1 42.6 38.5 52.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

4.9 5.5 5.1 6.2 3.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

13.2 13.5 14.5 11.6 17.9

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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②自然災害のリスク 

当社グループは、地中に埋設された導管網により多くのお客様にガスを供給しております。地震など

大規模自然災害が発生した場合に備え、耐震性にすぐれたポリエチレン管による施工を開発当初より積

極的に導入してまいりました。更に阪神・淡路大震災の復旧支援時での教訓や新潟中越地震、釧路沖地

震、新潟中越沖地震でポリエチレン管への被害事例が見当たらなかった実績により、すべての白ガス管

からの入替を地震対策の 大のテーマと定め、入替促進による普及率の向上に邁進しております。ま

た、地震対策マニュアルの作成、毎年実施しております防災訓練により社員の防災意識の高揚やグルー

プ各社間の広域支援体制等の確立などを図り、災害による影響を 小限にとどめるよう対策を講じてお

ります。 

③ガス原料価格と為替相場の予想以上の大幅な変動 

ＬＰガス原料は中近東からの輸入に依存し、政情悪化で原料が高騰したり、為替レートが円安にふれ

た場合に業績に悪影響を及ぼす可能性があります。都市ガス及び簡易ガスの原料価格・為替相場変動に

よる影響については、原料費調整制度の適用によりガス販売価格に反映して転嫁することが可能です

が、上限バンドによる制約や反映までのタイムラグにより決算期を越えて影響が発生する可能性があり

ます。これらに対処するため、当社グループの中では、すでに、比較的価格が安定的で中近東に依存し

ない天然ガスに切替済3社、切替中1社があります。また、簡易ガス団地に導管により天然ガスを受け入

れ、一般ガス事業として千葉県我孫子地区、成田地区、埼玉県蓮田地区および神奈川県川崎地区、相模

原地区で切替済で、栃木県真岡地区で切替を実施中であります。 

④一般ガス事業の規制緩和のリスク 

ガス事業法が平成１９年４月１日に改正され、一般ガス事業者の供給区域内において年間使用量が１

０万ｍ3を超える大口のお客様は、自由に購入先のガス事業者を選択できることとなり、他の事業者と

の競合が今まで以上に激しくなって参ります。そのため当社グループでは、多様化する顧客ニーズに迅

速かつ的確に対応するため、総合エネルギーソリューションの構築など様々な事業戦略を図っておりま

す。 

ガス事業以外の事業は、それぞれ依拠する市場の変化により収益性は左右されますが、各事業の業務

執行状況を把握し、迅速に対策を講じることにより影響の軽減に努めております。 

⑤個人情報の管理について 

当社グループが事業を行うために取得・管理しているお客さまの個人情報については適正な保護を重

大な責務と認識しております。個人情報保護法その他の関係法令の遵守は従業員及び保安、配送等業務

委託先も含め徹底した教育をし、情報管理には万全を期しております。しかし、万が一、外部へ情報漏

洩などの事態が発生した場合には、当社グループの信用の失墜や損害賠償責任等の生じる可能性があり

ます。 

⑥お客様対応リスク 

 お客様に対し不適切な対応が発生した場合には、社会的な責任や企業競争力の低下などの損害が発

生する場合があります。当社ではお客様相談窓口を設置し、その対応のスピードとお客様の満足内容に

ついて全てチェックし、毎月の幹部社員の会議でもさらに確認し、更なるCS（顧客満足）の向上をめざ

しています。 
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近の有価証券報告書（平成20年6月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

平成20年3月期中間決算短信（平成19年10月31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。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））  

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

世界経済危機の影響で、日本の景気は深刻な状況にあり、本年はマイナス成長を余儀なくされる見込

みです。ガス業界は、景気悪化のため産業用を中心としたガス需要の落ち込みが見込まれるなか、規制

緩和による業界競争は激しさを増しており、厳しい経営環境にあります。一方、地球環境問題への取り

組みは引き続き大きなテーマであり、環境負荷の少ないガス体エネルギーは重要な役割を担うものと期

待されております。 

このような環境下にあって、当社グループといたしましては、ライフラインを担う企業として、お客

様に安価で利便性の高いサービスを提供するために、引き続き、資本効率に配慮しつつ、コアとなるガ

ス事業に経営資源を集中投下し、直売分野での競争の優位性を一層確保していく方針です。そのため、

市場価値が高く も競争の厳しい首都圏エリアで、業界の再編や人口動態、高速道路計画など地域の環

境変化やニーズを的確にとらえて、一次基地から消費者まで一貫してあらゆるガス供給に係るサービス

が提供できるよう積極的な投資を行い、基盤整備を進めてまいります。 

同時に、物流コストを削減し、経営の効率化に努めてまいります。このたびＫＤＤＩとの提携によ

り、携帯電話を使ったＬＰガス配送システムを開発・導入し、配送業務の効率化をはかるとともにお客

様へより一層迅速なサービスを提供できるようになりました。 

また、環境にやさしいＬＰＧ車普及促進のため、低コスト、省スペースのセルフガススタンド「エコス

タ」を開発し、昨夏より、ヤマトオートワークス株式会社と協同してその普及に努めており、「エコス

タ」の設置先は徐々に広がりをみせています。今後も石油等に比べ環境負荷が少ないガス体エネルギー

の利用促進をはかり、環境面でも貢献してまいります。 

経営管理面におきましては、経営の自由度は高まる一方、企業の自己責任が厳しく問われ、業務の効

率性と適正性を確保することが求められております。このため、内部統制システムを整備するととも

に、あらゆる面で業務の適正化に努め、信頼性の確保をはかる所存です。 

もとより、当社グループの も重要な商品は安全であります。積極的な投資の前提として安全性の確

保が優先されることはいうまでもありません。保安の確保には万全を期し、「限りある資源を安全に安

定的により廉価に」という目的に向けて邁進してまいります。 

当社グループは、お客様とその地域社会にご満足いただくことが、ひいては株主の皆様への貢献にも

つながると考えてまいりました。今後も、中期5ヵ年計画の顧客数100万軒、ガス販売量100万トンをめ

ざし、快適な暮らしの提案と環境にやさしい地域社会の創造に向け、当社グループの総力を結集してま

いりますので、株主の皆様におかれましては、一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

す。 

2. 企業集団の状況

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

-8-

日本瓦斯㈱（8174）平成21年3月期決算短信

-8-



4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

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

 流動資産

  現金及び預金 9,133 9,994

  受取手形及び売掛金 14,494 12,618

  たな卸資産 5,249 ─

  商品及び製品 ─ 3,491

  仕掛品 ─ 100

  原材料及び貯蔵品 ─ 101

  繰延税金資産 843 998

  その他 641 449

  貸倒引当金 △ 169 △ 151

  流動資産合計 30,192 27,603

 固定資産

  有形固定資産   ※1   ※1

   建物及び構築物 15,063 15,419

    減価償却累計額 △ 8,418 △ 8,948

    建物及び構築物（純額） 6,645 6,470

   機械装置及び運搬具 147,686 154,574

    減価償却累計額 △ 107,091 △ 113,647

    機械装置及び運搬具（純額） 40,595 40,927

   工具器具及び備品 2,513 2,644

    減価償却累計額 △ 1,951 △ 2,102

    工具器具及び備品（純額） 561 542

   土地 17,713 18,653

   リース資産 ─ 54

    減価償却累計額 ─ △ 5

       リース資産(純額) ─ 48

   建設仮勘定 1,351 1,217

   有形固定資産合計 66,868 67,859

  無形固定資産

   のれん 8,489 8,357

   リース資産 ─ 6

   その他 528 529

   無形固定資産合計 9,017 8,893

  投資その他の資産

   投資有価証券 ※1,2 5,338 ※2 3,268

   長期貸付金 558 454

   繰延税金資産 3,621 4,107

   その他 2,213 2,158

   貸倒引当金 △ 762 △ 765

   投資その他の資産合計 10,969 9,222

  固定資産合計 86,855 85,974

 繰延資産

  開発費 3,046 2,450

  繰延資産合計 3,046 2,450

 資産合計 120,094 116,029
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(単位：百万円)

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

 流動負債

  支払手形及び買掛金 13,482 12,639

  短期借入金 ※1 13,090 ※1 15,988

  リース債務 ─ 26

  未払法人税等 1,260 1,753

  賞与引当金 403 405

  その他 2,965 3,412

  流動負債合計 31,201 34,227

 固定負債

  長期借入金 ※1 47,741 ※1 39,490

    リース債務 ─ 127

  再評価に係る繰延税金負債 265 265

  退職給付引当金 2,420 2,552

  役員退職慰労引当金 1,372 1,370

  ガスホルダー修繕引当金 266 323

  その他 270 278

  固定負債合計 52,336 44,408

 負債合計 83,538 78,636

純資産の部

 株主資本

  資本金 5,000 5,000

  資本剰余金 4,385 4,386

  利益剰余金 16,560 17,587

  自己株式 △ 228 △ 233

  株主資本合計 25,717 26,739

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 361 △ 46

  評価・換算差額等合計 361 △ 46

 少数株主持分 10,476 10,700

 純資産合計 36,556 37,393

負債純資産合計 120,094 116,029
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

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 105,050 111,276

売上原価 66,771 69,261

売上総利益 38,278 42,014

販売費及び一般管理費

 運搬諸掛 2,174 2,232

 貸倒引当金繰入額 120 86

 給料手当 6,535 6,795

 賞与引当金繰入額 351 358

 退職給付費用 519 702

 役員退職慰労引当金繰入額 132 150

 ガスホルダー修繕引当金繰入額 15 22

 福利厚生費 1,362 1,411

 消耗器具費 3,107 3,258

 租税公課 941 960

 事業税 298 278

 減価償却費 7,832 8,057

 のれん償却額 820 873

 修繕費 652 676

 支払手数料 5,595 6,237

 その他 ※1 4,757 ※1 5,002

 販売費及び一般管理費合計 35,217 37,103

営業利益 3,060 4,910

営業外収益

 受取利息 10 20

 受取配当金 84 75

 不動産賃貸料 56 51

 保険金収入 26 55

 持分法による投資利益 11 14

 その他 202 174

 営業外収益合計 392 392

営業外費用

 支払利息 842 908

 その他 21 1

 営業外費用合計 864 910

経常利益 2,588 4,393
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(単位：百万円)

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)

特別利益

 固定資産売却益 ※2 7 ※2 34

 投資有価証券売却益 3 0

 事業譲渡益 ─ 15

 熱量変更引当金取崩額 202 ─

 工事負担金収入 ─ 78

 その他 ※3 5 ※3 7

 特別利益合計 219 135

特別損失

 固定資産売却損 ※4 37 ※4 9

 固定資産除却損 ※5 257 ※5 114

 投資有価証券評価損 207 62

 関係会社株式評価損 ─ 128

 役員退職慰労金 23 2

 役員退職慰労引当金繰入額 927 ─

 販売用不動産評価損 ― 208

 関係会社整理損 ― 645

 その他 ※6 125 ※6 19

 特別損失合計 1,578 1,192

税金等調整前当期純利益 1,229 3,336

法人税、住民税及び事業税 1,231 1,833

法人税等調整額 △ 491 △ 356

法人税等合計 739 1,476

少数株主利益 274 341

当期純利益 216 1,518
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

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 5,000 5,000

  当期末残高 5,000 5,000

 資本剰余金

  前期末残高 4,385 4,385

    当期変動額

      自己株式の処分 0 0

      当期変動額合計 0 0

  当期末残高 4,385 4,386

 利益剰余金

  前期末残高 16,832 16,560

  当期変動額

   剰余金の配当 △ 488 △ 488

   当期純利益 216 1,518

   その他 0 △ 2

   当期変動額合計 △ 272 1,026

  当期末残高 16,560 17,587

 自己株式

  前期末残高 △ 225 △ 228

  当期変動額

   自己株式の取得 △ 3 △ 5

   自己株式の処分 0 0

   当期変動額合計 △ 3 △ 5

  当期末残高 △ 228 △ 233

 株主資本合計

  前期末残高 25,993 25,717

  当期変動額

   剰余金の配当 △ 488 △ 488

   当期純利益 216 1,518

   自己株式の取得 △ 3 △ 5

   自己株式の処分 0 0

   その他 0 △ 2

   当期変動額合計 △ 275 1,021

  当期末残高 25,717 26,739
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(単位：百万円)

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 1,648 361

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,286 △ 408

   当期変動額合計 △ 1,286 △ 408

  当期末残高 361 △ 46

 為替換算調整勘定

  前期末残高 73 ─

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 73 ─

   当期変動額合計 △ 73 ─

  当期末残高 ― ─

 評価・換算差額等合計

  前期末残高 1,722 361

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,360 △ 408

   当期変動額合計 △ 1,360 △ 408

  当期末残高 361 △ 46

少数株主持分

 前期末残高 10,397 10,476

 当期変動額

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 78 223

  当期変動額合計 78 223

 当期末残高 10,476 10,700

純資産合計

 前期末残高 38,113 36,556

 当期変動額

  剰余金の配当 △ 488 △ 488

  当期純利益 216 1,518

  自己株式の取得 △ 3 △ 5

  自己株式の処分 0 0

  その他 0 △ 2

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,281 △ 184

  当期変動額合計 △ 1,557 837

 当期末残高 36,556 37,393
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

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 1,229 3,336

 減価償却費 7,977 8,190

 開発費償却額 1,093 1,160

 のれん償却額 820 873

 貸倒引当金の増減額（減少△） △ 21 △ 14

 退職給付引当金の増減額（減少△） △ 93 130

 役員退職慰労引当金の増減額（減少△） 1,007 △ 2

 ガス熱量変更引当金の増減額（減少△） △ 141 ―

 受取利息及び受取配当金 △ 95 △ 96

 支払利息 842 908

 持分法による投資損益（益△） △ 11 △ 14

 販売用不動産評価損 ― 208

 有形固定資産売却損益（益△） 30 △ 25

 有形固定資産除却損 257 114

 投資有価証券売却益 △ 3 0

 投資有価証券評価損 207 62

  関係会社株式評価損 ― 128

 関係会社整理損 ─ 645

 売上債権の増減額（増加△） △ 895 1,875

 たな卸資産の増減額（増加△） △ 240 1,388

 仕入債務の増減額（減少△） 219 △ 842

 未払消費税等の増減額（減少△） △ 59 319

 前受金の増減額（減少△） △ 268 169

 その他 91 △ 23

 小計 11,946 18,492

 利息及び配当金の受取額 95 96

 利息の支払額 △ 839 △ 912

 法人税等の支払額 △ 1,433 △ 1,319

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,768 16,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

 有形固定資産の取得による支出 △ 7,716 △ 8,779

 有形固定資産の売却による収入 39 97

 のれんの取得による支出 △ 292 △ 510

 投資有価証券の取得による支出 △ 168 △ 5

 投資有価証券の売却による収入 131 10

 貸付けによる支出 △ 33 △ 14

 貸付金の回収による収入 73 118

 開発費による支出 △ 1,459 △ 565

 その他 △ 358 151

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 9,784 △ 9,497
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(単位：百万円)

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)

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 3,570 3,580

 短期借入金の返済による支出 △ 4,230 △ 3,730

 長期借入れによる収入 27,139 7,622

 長期借入金の返済による支出 △ 23,626 △ 12,825

 少数株主に対する株式の発行による収入 180 ―

 自己株式の売却による収入又は自己株式の取得による支出 △ 3 △ 5

 配当金の支払額 △ 488 △ 488

 少数株主への配当金の支払額 △ 100 △ 93

  その他 ― △ 11

 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,439 △ 5,952

現金及び現金同等物の増減額（減少△） 2,423 907

現金及び現金同等物の期首残高 6,646 9,070

現金及び現金同等物の期末残高 9,070 9,978
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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８社の名称

東彩ガス株式会社、新日本瓦斯株式会社、東日本

ガス株式会社、北日本ガス株式会社、日本瓦斯工

事株式会社、日本瓦斯運輸整備株式会社、リノー

バ東日本株式会社、株式会社ユピア新日本。

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社８社の名称

同左

連結子会社等の異動 

該当事項はありません。

連結子会社等の異動 

該当事項はありません。

 (2) 非連結子会社名  (2) 非連結子会社名

東彩設備株式会社、株式会社ガスプラザ東彩、俊

道ガス株式会社、株式会社ニチガス物流計算セン

ター、白岡ガス株式会社。 

非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

非連結子会社５社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

東彩設備株式会社、株式会社ガスプラザ東彩、俊

道ガス株式会社、株式会社ニチガス物流計算セン

ター。  

非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数       ２社

   東彩設備株式会社、株式会社ガスプラザ東彩。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数       ２社

同左

 (2) 持分法適用の関連会社数          ―

前連結会計年度まで持分法適用の関連会社であり

ました岩谷气具（珠海）有限公司（決算日12月31

日、中間仮決算日６月30日）は、平成19年７月２

日に出資金を全額譲渡したため、当連結会計年度

末より持分法適用の関連会社から除外しておりま

す。

 (2) 持分法適用の関連会社数          ─ 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社  (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

非連結子会社名 

俊道ガス株式会社、株式会社ニチガス物流計算セ

ンター、白岡ガス株式会社。

非連結子会社名 

俊道ガス株式会社、株式会社ニチガス物流計算セ

ンター。         

関連会社名 

株式会社アイプロモーション。

関連会社名 

                同左

持分法を適用しない理由 

非連結子会社３社及び関連会社１社は、それぞれ

の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、且つ全体としても重要性がないためでありま

す。

持分法を適用しない理由 

非連結子会社２社及び関連会社１社は、それぞれ

の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、且つ全体としても重要性がないためでありま

す

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日と連結決算日は一致

しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左
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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)

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)

 

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  (イ)たな卸資産

製品、商品及び 

貯蔵品 

販売用不動産

主として先入先出法による

原価法 

個別法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  (イ)たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産は主とし

て先入先出法による原価法(収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）によっております。

なお、販売用不動産は個別法による原価法(収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっ

ております。

  (ロ)有価証券

満期保有目的の 

債券

償却原価法(定額法)

その他有価証券 時価のあるもの

連結会計年度末日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法

により算定)

 

 (ロ)有価証券

満期保有目的の 

債券

同左

その他有価証券 時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  (イ)有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)は定額法)を採

用しております。

連結子会社のうち北日本ガス株式会社について

は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物          ７～50年

機械装置及び運搬具        ４～20年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  (イ)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)は定額法)を採

用しております。

連結子会社のうち北日本ガス株式会社について

は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物          ７～50年

機械装置及び運搬具        ４～20年

  (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
日以降に取得した有形固定資産について、改正後
の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお
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、売上総利益が66百万円、営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が185
百万円それぞれ減少しております。 
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。

  (追加情報)

当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取
得した有形固定資産については、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、前連結会計年度と同一の方法によっ
た場合と比べ、売上総利益が7百万円、営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が315
百万円それぞれ減少しております。 
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。
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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)

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)

  (ロ)無形固定資産

定額法

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)に基づいて償却してお

ります。

  (ロ)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

        同左

  

(ハ)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、残存価額を零とす
る定額法によっております。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

開発費

５年による均等償却を行っております。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

開発費

        同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金………売上債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上してお

ります。

 

 (4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金………同左

(ロ)賞与引当金………連結財務諸表提出会社は、賞

与引当金を計上する必要はあ

りませんが、連結子会社は、

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の

支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しており

ます。

 
(ロ)賞与引当金………同左

(ハ)退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。 

なお、数理計算上の差異はそ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数(５

年)による定率法により、発

生連結会計年度から費用処理

しております。

 
(ハ)退職給付引当金…同左
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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)

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)

(ニ)役員退職慰労……

  引当金

役員の退職慰労金支出に備え

るため、内規に基づく連結会

計年度末の要支給額を役員退

職慰労引当金として計上して

おります。

(会計方針の変更)

当社及び、連結子会社のうち

北日本ガス株式会社、日本瓦

斯工事株式会社、日本瓦斯運

輸整備株式会社の３社の役員

退職慰労金は、従来、支出時

の費用として処理しておりま

したが、当連結会計年度より

内規に基づく連結会計年度末

の要支給額を役員退職慰労引

当金として計上することとい

たしました。 

この変更は、「租税特別措置

法上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関する監

査上の取扱い」（日本公認会

計士協会監査・保証実務委員

会報告第42号 平成19年４月

13日改正）が公表されたこと

を契機に、役員退職慰労金を

役員の在任期間にわたり費用

配分することで期間損益の適

正化及び財務体質の健全化を

図るために行ったものであり

ます。 

この変更により、当連結会計

年度発生額は「販売費及び一

般管理費」へ、過年度相当額

は「特別損失」に計上し、従

来の方法と比べ、営業利益及

び経常利益は、76百万円それ

ぞれ減少し、税金等調整前当

期純利益は、1,003百万円減

少しております。 

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。  

(ニ)役員退職慰労……

  引当金

役員の退職慰労金支出に備え

るため、内規に基づく連結会

計年度末の要支給額を役員退

職慰労引当金として計上して

おります。
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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)

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)

(ホ)ガスホルダー…… 
  修繕引当金

連結子会社のうち東彩ガス株

式会社、新日本瓦斯株式会

社、東日本ガス株式会社、北

日本ガス株式会社の都市ガス

４社は、前回の修繕実施額に

基づく次回修繕見積り額を修

繕周期にて配分計上しており

ます。
(へ)ガス熱量変更…… 
  引当金

連結子会社のうち北日本ガス

株式会社は、ガス熱量変更作

業に要する支出に備えるた

め、ガス熱量変更引当金に関

する省令（平成７年２月27日

通商産業省令第５号）３条の

規定により熱量変更費用見積

額を計上しております。

(ホ)ガスホルダー……
  修繕引当金

連結子会社のうち東彩ガス株

式会社、新日本瓦斯株式会

社、東日本ガス株式会社、北

日本ガス株式会社の都市ガス

４社は、次回修繕見積り額を

修繕周期にて配分計上してお

ります。

(へ)ガス熱量変更……
  引当金

同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス・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
理によっております。

 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 
  ① ヘッジ会計の方法

現在行っているのは特例処理の要件を満たして
いる金利スワップのみであり、これについては
特例処理を適用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップ取

引は、特例処理を適用しております。  

また商品デリバティブについては、期末現在

ヘッジ会計は適用しておりません。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………金利スワップ
ヘッジ対象………借入金

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………金利スワップ
ヘッジ対象………借入金

  ③ ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限及び取引限度額

等を定めた内部規定に基づき、金利変動リスク

を一定の範囲内でヘッジしております。

  ③ ヘッジ方針

リスクに関する内部規定に基づき為替変動リス

ク・商品価格リスク及び金利変動リスクを一定

の範囲内でヘッジしております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法
特例処理による金利スワップのみであり、有効
性の評価を省略しております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法
特例処理による金利スワップについては、有効
性の評価を省略しております。 
また、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確
認することにより行っております。

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式
によっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価
評価法を採用しております。
但し、平成12年３月31日終了の連結会計年度以前よ
り継続して連結対象となっている子会社について
は、時価評価法によっておりません。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれんは５年間及び20年間で均等償却しておりま
す。負ののれんは５年間で均等償却しております。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項
同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金
及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容
易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅
少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満
期日又は償還期限の到来する短期投資からなってお
ります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
同左
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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】

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)

―   （会計方針の変更）

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。 
 これにより営業利益、経常利益はそれぞれ4百
万円減少し、税金等調整前当期純利益は、213百
万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、軽微で
あります。

  （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。 
 なお、この変更に伴う損益の与える影響及びセ
グメント情報に与える影響は、軽微であります。 
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【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)

（連結貸借対照表関係）

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）が適用になることに
伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」と
「その他」に掲記されたものは、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」に区分掲記してあります。なお、前連結会計年
度の「たな卸資産」と「その他」に含まれる「商品
及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、そ
れぞれ5,130百万円、46百万円、119百万円でありま
す。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  前連結会計年度において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めていた「役員退

職慰労引当金の増加額」は重要性が増加したため、

当連結会計年度から区分掲記することとしました。

なお、前連結会計年度において、役員退職慰労引当

金の増加額は、「その他」に43百万円含まれており

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 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

土地 1,127百万円

建物及び構築物 188

投資有価証券 9

工場財団担保 26,715

(土地) (2,516)

(機械装置ほか) (24,199)

合計(帳簿価格)                28,041

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

土地 1,127百万円

建物及び構築物 177

投資有価証券 ─

工場財団担保 26,539

(土地) (2,516)

(機械装置ほか) (24,023)

合計(帳簿価格)                27,845

担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 4,547百万円

長期借入金 5,375

合計 9,923

担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 5,241百万円

長期借入金 4,804

合計 10,046

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおり

であります。

投資有価証券(株式) 1,686百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおり

であります。

投資有価証券(株式) 396百万円

 ３ 保証債務

金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行って

おります。

 
 

従業員(住宅資金) 17百万円

合計 17

  ３ 保証債務

金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行って

おります。

関係会社である東彩ガス㈱の取引
先に対する支払保証

400百万円

従業員(住宅資金) 20百万円

合計 420

４ 受取手形裏書譲渡高 354百万円 ４ 受取手形裏書譲渡高 83百万円

 ５ 当社及び連結子会社４社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行13社と当座貸越契約を締結し

ております。当連結会計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 5,450百万円

借入実行残高 1,500

差引額 3,950

 ５ 当社及び連結子会社４社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行13社と当座貸越契約を締結し

ております。当連結会計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 5,500百万円

借入実行残高 1,350

差引額 4,150
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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 一般管理費に含まれる研究開発費 37百万円 ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 33百万円

※２ 固定資産売却益は、建物及び構築物、機械装置及び運搬

具、土地の売却によるものであります。

※２ 固定資産売却益は、建物及び構築物、機械装置、土地の

売却によるものであります。

※３ 特別利益のその他の内訳は、次のとおりであります。

ガスホルダー修繕引当金戻入益 2百万円

貸倒引当金戻入  2

計         5

※３ 特別利益のその他の内訳は、次のとおりであります。

貸倒引当金戻入 6百万円

ゴルフ会員権売却益 1

計         7

※４ 固定資産売却損は、建物及び構築物、機械装置及び運搬

具の売却によるものであります。

※４ 固定資産売却損は、建物及び構築物、機械装置及び土地

の売却によるものであります。

※５ 固定資産除却損は、建物及び構築物、機械装置及び運搬

具並びに工具器具及び備品の除却によるものでありま

す。

※５ 固定資産除却損は、建物及び構築物、機械装置並びに工

具器具及び備品の除却によるものであります。

※６ 特別損失のその他の内訳は、次のとおりであります。

貸倒損失 59百万円

賃貸借契約解除に伴う借地権償却 26

賃貸借等解約損 21

関係会社出資金売却損 8

ゴルフ会員権評価損等  10

計         125

※６ 特別損失のその他の内訳は、次のとおりであります。

土地賃貸借契約解除和解金 13百万円

たな卸資産評価損等 6

計         19
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     3,656株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     567株 

 
  

 
  

   

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       4,750株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少      285株 

  

 
  

 
  

(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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 44,961,525 ― ― 44,961,525

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 374,158 3,656 567 377,247

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
(百万円)

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 246 5.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月31日 
取締役会

普通株式 246 5.5 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
(百万円)

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 246 5.5 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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 44,961,525 ― ― 44,961,525

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 377,247 4,750 285 381,712

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
(百万円)

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 246 5.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 246 5.5 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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 335 7.5 平成21年３月31日 平成21年６月29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

現金及び預金勘定 9,133百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △63

現金及び預金同等物 9,070
 

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

現金及び預金勘定 9,994百万円

預入期間が３か月を超える定期預金  △16

現金及び預金同等物 9,978

２  当連結会計年度に関係会社である新日本瓦斯㈱が 

    非連結子会社である白岡ガス㈱より事業譲受けし 

    た資産及び負債の主な内訳は次のとおりでありま   

  す。

固定資産  532百万円

資産合計 532

固定負債 2百万円

負債合計 2
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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 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ガス事業…………………………ＬＰガス(プロパン、ブタン)、都市ガス（ＬＮＧ、ＬＰＧ）、ガス機器、

住宅機器、空調機器、都市ガス供給設備工事、受注工事(ガス供給設備工

事、給排水衛生設備工事、リフォーム)、熱供給等 

(2) エアゾール・燃料充填事業……ライター用・カセットこんろ用のガスボンベ、エアゾール製品、カセット

こんろ等 

(3) その他の事業……………………土地、建売住宅、マンション、注文建築、保険代理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(573百万円)の主なものは、親会社の管理部

門に係る費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額3,809百万円の主なものは親会社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 資本的支出には長期前払費用及び開発費の増加額が含まれております。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 （２）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」の会計方針の変更及び追加情報に記載の通り、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日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更し、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、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べ、当連結会計年度における減価償却費は「ガス事業」が488百万円、「エア

ゾール・燃料充填事業」が6百万円、「その他の事業」が0百万円、「消去又は全社」が5百万円増加し、

「ガス事業」・「エアゾール・燃料充填事業」において営業利益がそれぞれ同額減少し、「その他の事

業」・「消去又は全社」において営業損失がそれぞれ同額増加しております。 

７ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 （４）重要な引当金

の計上基準」の会計方針の変更に記載の通り、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告

第42号 平成19年４月13日改正）が公表されたことを契機に、当社及び、連結子会社のうち北日本ガス株式

会社、日本瓦斯工事株式会社、日本瓦斯運輸整備株式会社の３社の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用

として処理しておりましたが、当連結会計年度より内規に基づく連結会計期末の要支給額を役員退職慰労引

当金として計上することといたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年

度における営業費用は「ガス事業」が72百万円、「エアゾール・燃料充填事業」が3百万円、「その他の事

業」が0百万円増加し、「ガス事業」・「エアゾール・燃料充填事業」において営業利益がそれぞれ同額減

少し、「その他の事業」・「消去又は全社」において営業損失がそれぞれ同額増加しております。 

(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)

エアゾール・
燃料充填事業
(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)

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

98,429 6,414 206 105,050 ― 105,050

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 98,429 6,414 206 105,050 (―) 105,050

営業費用 94,797 6,407 211 101,416 573 101,989

営業利益又は 
営業損失(△)

3,631 7 △ 5 3,633 (573) 3,060

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 111,085 3,976 1,223 116,284 3,809 120,094

減価償却費 8,665 84 1 8,750 46 8,797

資本的支出 9,604 15 0 9,619 94 9,714
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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 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ガス事業…………………………ＬＰガス(プロパン、ブタン)、都市ガス（ＬＮＧ、ＬＰＧ）、ガス機器、

住宅機器、空調機器、都市ガス供給設備工事、受注工事(ガス供給設備工

事、給排水衛生設備工事、リフォーム)、熱供給等 

(2) エアゾール・燃料充填事業……ライター用・カセットこんろ用のガスボンベ、エアゾール製品、カセット

こんろ等 

(3) その他の事業……………………土地、建売住宅、マンション、注文建築、保険代理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(636百万円)の主なものは、親会社の管理部

門に係る費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額 2,873百万円の主なものは親会社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 資本的支出には長期前払費用及び開発費の増加額が含まれております。 

  

  

  

  

  

  

  

ガス事業 
(百万円)

エアゾール・
燃料充填事業
(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)

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

105,356 5,741 177 111,276 ─ 111,276

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ─

計 105,356 5,741 177 111,276 (─) 111,276

営業費用 99,899 5,651 177 105,728 636 106,364

営業利益又は 
営業損失(△)

5,457 90 0 5,547 (636) 4,910

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 107,760 4,308 1,087 113,156 2,873 116,029

減価償却費 8,930 82 1 9,014 48 9,063

資本的支出 11,113 8 0 11,122 56 11,178
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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) 
在外連結子会社及び在外支店が存在しないため、該当事項はありません。 

  

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) 
海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 
  
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

【所在地セグメント情報】

【海外売上高】

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 584円96銭 598円77銭

１株当たり当期純利益 4円85銭 34円05銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 潜在株式が存在しないため、記載
  しておりません。

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

(平成20年３月31日)
当連結会計年度 

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 36,556 37,393

純資産の部の合計額から控除する金
額（百万円）

10,476 10,700

（うち少数株主持分） （10,476） （10,700）

普通株式に係る期末の純資産額 
（百万円）

26,079 26,693

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）

44,584 44,579

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)

当期純利益(百万円) 216 1,518

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 216 1,518

普通株式の期中平均株式数(千株) 44,585 44,582
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(重要な後発事象)

 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)

該当事項はありません。
１ 平成21年2月9日開催の取締役会において、当社の
100％子会社である俊道ガス株式会社を吸収合併するこ
とを決議いたしました。

（１） 合併の目的
グループ経営の効率化と事業基盤の強化
を図るためであります。

（２） 合併の要旨

①合併の日程
    (イ)合併決議取締役会  平成21年２月９日

 (ロ)併契約締結     平成21年２月９日
    (ハ)合併の予定日(効力発生日)平成21年４月１日

(注)本合併は、当社においては、会社法第796条
第3 項に基づく簡易合併の手続きにより、俊道
ガス株式会社においては、会社法第784条第1項
に基づく略式合併の手続きにより、株主総会の
承認決議は経ずに決定しております。

②合併方式 
当社を存続会社とする吸収合併方式で、俊道ガ
ス株式会社は解散いたします。

③合併比率 
新たに新株を発行しない方式によるため、該当
事項はありません。

④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債  
に関する取扱い
該当事項はありません。

（３） 被合併会社の概要

商号   俊道ガス株式会社(消滅会社)

事業内容 ガス(ＬＰガス)、ガス機器、住宅機

器の販売

設立年月   平成1年4月20日

本店所在地  山梨県上野原市コモアしおつ二

丁目9番2号

代表者の役職・氏名  

代表取締役社長 佐藤 一郎

資本金        20百万円

発行済株式総数     400株

純資産        99百万円

総資産       112百万円

売上高       126百万円

当期純利益      13百万円

決算期        12月31日

従業員            2人

(注)資本金、純資産、総資産、売上高及び当期純利
益の金額は、平成20年12月期のものを記載して
おります。

（４） 合併後の状況

合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、

資本金および決算期は変更ありません。

¶表後に挿入された段落
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ
ク・オプション等、企業結合等に関する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 平成２１年３月１１日の当社取締役会において、当
社及び一部の連結子会社の退職金制度の内、適格退職年
金制度にかかる部分について平成２１年７月1日から確
定拠出年金制度に移行することを決議いたしました。移
行にあたっては「退職給付制度間の移行等に関する会計
処理」企業会計基準適用指針第1号を適用する予定であ
ります。

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

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

 流動資産

  現金及び預金 2,729 4,096

  受取手形 3,470 4,835

  売掛金 9,400 7,699

  商品 3,331 ―

    商品及び製品 ― 2,078

  販売用不動産 1,064 819

  貯蔵品 29 ―

  原材料及び貯蔵品 ― 30

  前渡金 38 79

  繰延税金資産 419 511

  その他 155 101

  貸倒引当金 △ 132 △ 122

  流動資産合計 20,506 20,129

 固定資産

  有形固定資産

   建物 6,593 6,675

    減価償却累計額 △ 3,235 △ 3,420

    建物（純額） 3,358 3,255

   構築物 3,872 4,122

    減価償却累計額 △ 2,727 △ 2,963

    構築物（純額） 1,144 1,159

   機械及び装置 28,285 29,589

    減価償却累計額 △ 21,247 △ 22,385

    機械及び装置（純額） 7,038 7,204

   車両及び運搬具 36 36

    減価償却累計額 △ 33 △ 34

    車両及び運搬具（純額） 2 1

   器具及び備品 1,135 1,200

    減価償却累計額 △ 927 △ 1,003

    器具及び備品（純額） 207 197

   土地 12,808 13,676

   リース資産 ― 42

    減価償却累計額 ― △ 4

    リース資産（純額） ― 38

   建設仮勘定 380 354

   有形固定資産合計 24,939 25,888

  無形固定資産

   のれん 486 633

   借地権 8 8

   ソフトウェア 42 63

   電話加入権 31 31

   無形固定資産合計 568 738
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(単位：百万円)

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)

  投資その他の資産

   投資有価証券 3,387 2,673

   関係会社株式 17,896 17,772

   出資金 1 0

   長期貸付金 16 15

   従業員に対する長期貸付金 189 149

   関係会社長期貸付金 191 145

   破産更正債権等 368 368

   差入保証金 248 236

   長期前払費用 143 124

   繰延税金資産 921 1,186

   その他 732 766

   貸倒引当金 △ 758 △ 757

   投資その他の資産合計 23,339 22,677

  固定資産合計 48,847 49,304

 繰延資産

  開発費 263 220

  繰延資産合計 263 220

 資産合計 69,618 69,654
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(単位：百万円)

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

 流動負債

  支払手形 2,265 4,506

  買掛金 6,752 5,131

  短期借入金 6,146 9,492

  リース債務 ─ 9

  未払金 868 984

  未払費用 254 262

  未払法人税等 595 908

  未払消費税等 160 275

  前受金 9 173

  預り金 168 165

  流動負債合計 17,223 21,909

 固定負債

  長期借入金 27,370 22,021

  リース債務 ─ 31

  退職給付引当金 1,469 1,481

  役員退職慰労引当金 786 825

  その他 225 240

  固定負債合計 29,851 24,601

 負債合計 47,074 46,510

純資産の部

 株主資本

  資本金 5,000 5,000

  資本剰余金

   資本準備金 4,385 4,385

   資本剰余金合計 4,385 4,385

  利益剰余金

   利益準備金 949 949

   その他利益剰余金

    固定資産圧縮積立金 16 15

    別途積立金 7,750 7,750

    繰越利益剰余金 4,292 5,287

   利益剰余金合計 13,007 14,002

  自己株式 △ 174 △ 179

  株主資本合計 22,219 23,208

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 324 △ 65

  評価・換算差額等合計 324 △ 65

 純資産合計 22,543 23,143

負債純資産合計 69,618 69,654
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

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)

売上高 72,971 72,812

売上原価

 商品期首たな卸高 4,206 4,395

 当期商品仕入高 54,785 50,330

 計 58,991 54,726

 他勘定への振替高 454 213

 商品期末たな卸高 4,395 2,897

 売上原価合計 54,141 51,614

売上総利益 18,829 21,197

販売費及び一般管理費

 運搬諸掛 2,152 2,217

 貸倒引当金繰入額 59 0

 給料手当 3,566 3,760

 退職給付費用 250 271

 福利厚生費 657 703

 消耗器具費 1,646 1,893

 租税公課 203 202

 減価償却費 2,214 2,248

 修繕費 453 471

 支払手数料 3,612 4,172

 その他 2,040 2,208

 販売費及び一般管理費合計 16,857 18,150

営業利益 1,972 3,047

営業外収益

 受取利息 8 16

 受取配当金 214 206

 不動産賃貸料 59 59

 労務費分担金及び経営指導料 15 15

 保険金収入 ― 30

 雑収入 110 96

 営業外収益合計 409 424

営業外費用

 支払利息 492 551

 雑損失 19 0

 営業外費用合計 511 552

経常利益 1,870 2,919
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(単位：百万円)

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)

特別利益

 固定資産売却益 2 34

 関係会社出資金売却益 11 ─

 その他 ─ 0

 特別利益合計 13 34

特別損失

 固定資産売却損 0 6

 固定資産除却損 23 38

 役員退職慰労金 7 ─

 役員退職慰労引当金繰入額 740 ─

 投資有価証券評価損 206 51

 関係会社株式評価損 ─ 128

 貸倒損失 59 ─

 販売用不動産評価損 ― 208

 会員権貸倒引当金繰入額 2 0

 その他 2 1

 特別損失合計 1,041 435

税引前当期純利益 842 2,517

法人税、住民税及び事業税 650 1,125

法人税等調整額 △ 318 △ 94

法人税等合計 331 1,030

当期純利益 510 1,486

-37-

日本瓦斯㈱（8174）平成21年3月期決算短信

-37-



(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

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 5,000 5,000

  当期末残高 5,000 5,000

 資本剰余金

  資本準備金

   前期末残高 4,385 4,385

   当期末残高 4,385 4,385

  その他資本剰余金

   前期末残高 0 0

   当期変動額

    自己株式の処分 0 0

    当期変動額合計 0 0

   当期末残高 0 0

 資本剰余金合計

   前期末残高 4,385 4,385

   当期変動額

    自己株式の処分 0 0

    当期変動額合計 0 0

   当期末残高 4,385 4,386

 利益剰余金

  利益準備金

   前期末残高 949 949

   当期末残高 949 949

  その他利益剰余金

   固定資産圧縮積立金

    前期末残高 17 16

    当期変動額

     固定資産圧縮積立金取崩高 0 0

     当期変動額合計 0 0

    当期末残高 16 15

   別途積立金

    前期末残高 7,750 7,750

    当期末残高 7,750 7,750

   繰越利益剰余金

    前期末残高 4,273 4,292

    当期変動額

     剰余金の配当 △ 492 △ 492

     固定資産圧縮積立金取崩高 0 0

     当期純利益 510 1,486

     当期変動額合計 19 995

    当期末残高 4,292 5,287
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(単位：百万円)

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)

  利益剰余金合計

   前期末残高 12,989 13,007

   当期変動額

    剰余金の配当 △ 492 △ 492

    固定資産圧縮積立金取崩高 ─ ─

    当期純利益 510 1,486

    当期変動額合計 18 994

   当期末残高 13,007 14,002

 自己株式

  前期末残高 △ 170 △ 174

  当期変動額

   自己株式の取得 △ 3 △ 5

   自己株式の処分 0 0

   当期変動額合計 △ 3 △ 5

  当期末残高 △ 174 △ 179

 株主資本合計

  前期末残高 22,204 22,219

  当期変動額

   剰余金の配当 △ 492 △ 492

   当期純利益 510 1,486

   自己株式の取得 △ 3 △ 5

   自己株式の処分 0 0

   当期変動額合計 14 989

  当期末残高 22,219 23,208

評価・換算差額等

 その他有価証券評価差額金

  前期末残高 1,534 324

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,210 △ 389

   当期変動額合計 △ 1,210 △ 389

  当期末残高 324 △ 65

 評価・換算差額等合計

  前期末残高 1,534 324

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,210 △ 389

   当期変動額合計 △ 1,210 △ 389

  当期末残高 324 △ 65

純資産合計

 前期末残高 23,739 22,543

 当期変動額

  剰余金の配当 △ 492 △ 492

  当期純利益 510 1,486

  自己株式の取得 △ 3 △ 5

  自己株式の処分 0 0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,210 △ 389

  当期変動額合計 △ 1,195 599

 当期末残高 22,543 23,143
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該当事項はありません。 

退任役員 

 
(注) 代表取締役会長 石橋 幸弘氏は、平成20年８月16日逝去に伴い退任しております。 

  

 
  

 
  

  

(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】

6. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役会長 ― 石 橋 幸 弘 平成20年８月16日

②役職の異動

新役名 旧役名 氏名 異動年月日

代表取締役会長 代表取締役副会長 後 藤 正 雄 平成21年１月１日

(2) その他

（参考） 事 業 別 売 上 高

(単位：百万円)
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)

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 率

ガス 
事業

ガス

        (t)  (%)        (t) (%)        (t) (%)

(量) 305,902 ― 302,391 ─ △ 3,511 △ 1.1

金額 43,258 59.3 45,924 63.0 2,666 6.1

都市ガス用原料 703 0.9 278 0.3 △ 424 △ 60.3

機器類 16,700 22.9 14,940 20.5 △ 1,760 △ 10.5

（都市ガス） 
供給設備工事 5,695 7.8 5,755 7.9 59 1.0

計 66,358 90.9 66,899 91.8 541 0.8

エアゾール・燃料充填事業 6,414 8.8 5,741 7.8 △ 672 △ 10.4

その他の事業 199 0.3 171 0.2 △ 27 △ 14.0

合計 72,971 100.0 72,812 100.0 △ 158 △ 0.2
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(3) 平成21年3月期決算短信資料
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