
平成21年12月期 第1四半期決算短信 

平成21年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大多喜ガス株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9541 URL http://www.otakigas.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 渡部 均
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長、総務部長 （氏名） 木藤 博正 TEL 0475-24-0010
四半期報告書提出予定日 平成21年5月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 13,432 ― 1,036 ― 1,041 ― 651 ―
20年12月期第1四半期 12,669 20.0 1,027 26.1 1,033 26.6 639 27.0

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12月期第1四半期 37.61 ―
20年12月期第1四半期 36.89 ―

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12月期第1四半期 27,336 17,738 64.7 1,020.33
20年12月期 27,673 17,190 61.9 988.41

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  17,680百万円 20年12月期  17,128百万円

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12月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

25,220 ― 1,410 ― 1,430 ― 900 ― 54.29

通期 43,880 △6.9 1,570 17.2 1,610 16.0 1,010 18.7 62.33
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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）  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、４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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、「１株当たり（予想）当期純利益」につきましては、平成21年4月22日に取得した自己株式
（1,500千株）を反映して算出しております。 

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12月期第1四半期 17,424,000株 20年12月期  17,424,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  95,726株 20年12月期  94,438株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 17,328,895株 20年12月期第1四半期 17,338,859株
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当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては、ガス事業におきまして、大口工業用需要家向け

等の販売価格が上昇したこと等により、134億32百万円となりました。 

 一方、営業費用につきましては、原料ガスの購入価格の上昇等により、123億96百万円となりまし

た。 

 これらの結果、営業利益は10億36百万円、経常利益は10億41百万円、四半期純利益は６億51百万円と

なりました。 

 なお、当社グループの売上の大半は季節的変動が著しい「ガス事業」によるものであり、その性質

上、冬季が需要期であるため、業績に季節的変動があります。 

 セグメント別の業績の概要は次のとおりであります。 

  

ガ  ス 

 販売量につきましては、201,874千m3（39MJ/m3換算）となりました。また、売上高につきましては、

家庭用を中心に暖冬の影響を受けましたものの、大口工業用需要家向け等の販売価格が上昇したこと等

により、125億50百万円となり、営業利益は12億２百万円となりました。 

  

受注工事 

 売上高につきましては、集合住宅等の大型物件向けの受注が減少したこと等により、１億49百万円と

なり、営業利益は８百万円となりました。 

  

器具販売 

 売上高につきましては、集合住宅向けの販売が減少したこと等により、２億87百万円となり、営業利

益は39百万円となりました。 

  

そ の 他 

 売上高につきましては５億７百万円となり、営業利益は66百万円となりました。 

  

減価償却等による「供給設備」の減少等により、当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会
計年度末と比べ３億37百万円減少し273億36百万円となりました。  
  「買掛金」の減少等により、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末と比べ８億85
百万円減少し95億97百万円となりました。  
  四半期純利益等により「利益剰余金」が増加したこと等により、当第１四半期連結会計期間末の純資産
合計は前連結会計年度末と比べ５億48百万円増加し177億38百万円となりました。なお、自己資本比率は
64.7％となりました。  
（連結キャッシュ・フローの状況）  
  当第１四半期連結会計期間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、53億59百万円（前連結会計年度末比59百万円減）となりました。  
  営業活動により得られた資金は11億65百万円となりました。これは主に「税金等調整前四半期純利益」
（10億41百万円）及び「減価償却費」（４億19百万円）によるものであります。  
  投資活動により使用した資金は10億71百万円となりました。これは主に「有形固定資産の取得による支
出」（８億82百万円）によるものであります。  
  財務活動により使用した資金は１億53百万円となりました。これは主に、「配当金の支払額」（79百万
円）によるものであります。  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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通期及び第２四半期連結累計期間の見通しに対する当四半期の業績の進捗状況は概ね計画通りに推移し
ているため、通期及び第２四半期連結累計期間の見通しは平成20年12月期決算発表時（平成21年2月13
日）に公表した業績予想から修正はございません。  
 今後、気温等の状況により連結業績に大きな影響を及ぼすと見込まれる場合には、その影響額を算定の
うえ改めて発表いたします。  

  
  

該当事項はありません。 
  

１．簡便な会計処理 
①一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法  
 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会
計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する
方法を採用しております。  
②たな卸資産の評価方法  
 たな卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も
り、簿価切下げを行う方法を採用しております。  
③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度決算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を採用しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
税金費用の計算 
 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効税率
を乗じて計算しております。  
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  
  

  

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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によってお
りましたが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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。  
 なお、この変更による損益に与える影響はありません。  

３．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
によってありましたが、「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
（企業会計審議会第一部会）、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））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から
適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を
適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。なお、借主側では、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の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法を採用しております。  
 また、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・リース取引及び個々のリース
資産に重要性が乏しいと認められるファイナンス・リース取引につきましては、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。  
 なお、この変更による損益に与える影響はありません。  

  

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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

供給設備 10,229,620 10,474,027 

業務設備 2,072,336 2,084,693 

その他の設備 359,218 376,912 

建設仮勘定 1,057,815 952,912 

有形固定資産合計 13,718,991 13,888,545 

無形固定資産   

その他 236,505 252,330 

無形固定資産合計 236,505 252,330 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,042,176 861,819 

その他 1,156,267 1,155,553 

貸倒引当金 △31,381 △31,129 

投資その他の資産合計 2,167,062 1,986,243 

固定資産合計 16,122,559 16,127,119 

流動資産   

現金及び預金 4,329,632 4,390,117 

受取手形及び売掛金 4,383,624 4,558,271 

有価証券 2,119,675 2,118,330 

その他 392,302 490,985 

貸倒引当金 △11,680 △11,074 

流動資産合計 11,213,552 11,546,630 

資産合計 27,336,112 27,673,749 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 849,600 921,980 

退職給付引当金 1,600,833 1,599,429 

役員退職慰労引当金 － 119,800 

ガスホルダー修繕引当金 116,813 108,365 

その他 59,350 3,650 

固定負債合計 2,626,596 2,753,224 

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 276,300 277,600 

買掛金 3,509,798 3,701,043 

短期借入金 391,000 391,000 

未払法人税等 443,518 375,347 

その他 2,350,069 2,984,771 

流動負債合計 6,970,686 7,729,763 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債合計 9,597,283 10,482,987 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,244,000 2,244,000 

資本剰余金 2,013,858 2,013,848 

利益剰余金 13,539,502 12,974,381 

自己株式 △45,759 △44,962 

株主資本合計 17,751,601 17,187,267 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △71,083 △58,500 

評価・換算差額等合計 △71,083 △58,500 

少数株主持分 58,311 61,994 

純資産合計 17,738,829 17,190,762 

負債純資産合計 27,336,112 27,673,749 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 13,432,358

売上原価 10,742,313

売上総利益 2,690,044

供給販売費及び一般管理費  

供給販売費 1,375,483

一般管理費 278,323

販売費及び一般管理費合計 1,653,807

営業利益 1,036,237

営業外収益  

受取利息 7,756

受取配当金 794

その他 7,634

営業外収益合計 16,185

営業外費用  

支払利息 8,239

寄付金 2,417

その他 85

営業外費用合計 10,741

経常利益 1,041,681

税金等調整前四半期純利益 1,041,681

法人税等 393,597

少数株主損失（△） △3,683

四半期純利益 651,768
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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  

税金等調整前四半期純利益 1,041,681

減価償却費 419,826

貸倒引当金の増減額（△は減少） 859

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,404

前払年金費用の増減額（△は増加） 2,158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △119,800

受取利息及び受取配当金 △8,550

支払利息 8,239

売上債権の増減額（△は増加） 152,469

仕入債務の増減額（△は減少） △191,244

未払消費税等の増減額（△は減少） 62,237

その他 79,188

小計 1,448,470

利息及び配当金の受取額 8,213

利息の支払額 △8,948

法人税等の支払額 △281,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,165,884

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 △882,376

工事負担金等受入による収入 15,836

無形固定資産の取得による支出 △6,020

投資有価証券の取得による支出 △200,100

貸付金の回収による収入 1,107

その他 81

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,071,470

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △73,680

配当金の支払額 △79,143

その他 △786

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,610

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,196

現金及び現金同等物の期首残高 5,418,542

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,359,346
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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。 

  

(事業の種類別セグメント情報) 
当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

   事業区分は「ガス事業会計規則」に準拠した売上集計基準によっております。 

 
  

(所在地別セグメント情報) 

在外連結子会社がないため、該当する事項はありません。 

  

(海外売上高) 

海外売上高が発生していないため、該当する事項はありません。 

   

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

ガス 
(千円)

受注工事
(千円)

販売器具
(千円)

その他
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

12,548,661 149,694 286,843 447,159 13,432,358 ― 13,432,358

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,348 ― 204 60,053 61,605 (61,605) ―

計 12,550,009 149,694 287,047 507,212 13,493,964 (61,605) 13,432,358

営業利益 1,202,362 8,870 39,268 66,690 1,317,192 (280,954) 1,036,237

事業区分 主要な製品等の名称

ガス ガス

受注工事 ガス工事

販売器具 ガス機器、都市ガス警報器リース

その他 液化石油ガス、圧縮天然ガス、情報処理サービス、OA機器の販売

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

9
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(1) (要約)前年同四半期連結損益計算書 

                     (単位：千円) 

 
  

「参考資料」

前年同四半期

   科  目 （自 平成20年 1月 1日

 至 平成20年 3月31日）

売上高 12,669,061

売上原価 10,036,913

売上総利益 2,632,148

供給販売費及び一般管理費 1,604,355

営業利益 1,027,792

営業外収益 16,055

受取利息 8,624

受取配当金 796

その他 6,634

営業外費用 10,706

支払利息 10,401

その他 304

経常利益 1,033,141

税金等調整前第1四半期 
純利益 1,033,141

法人税等 392,074

少数株主利益 1,463

第1四半期純利益 639,603
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(2) (要約)前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                              (単位：千円) 

 
  

  

  

前年同四半期

科  目    （自 平成20年 1月 1日

  至 平成20年 3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前第1四半期純利益 1,033,141

減価償却費 406,785

長期前払費用償却額 3,270

受取利息及び受取配当金 △ 9,420

支払利息 10,401

売上債権の減少額（△増加額） △ 302,651

たな卸資産の減少額（△増加額） △ 559

仕入債務の増加額（△減少額） 210,839

法人税等の支払額 △ 270,979

その他 152,615

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,233,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 100,000

有形・無形固定資産の取得による支出 △ 600,877

工事負担金等による収入 36,654

投資有価証券の取得による支出 △ 150

その他 6,732

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 457,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の増減額 △ 81,880

配当金の支払額 △ 62,147

その他 △ 374

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 144,402

現金及び現金同等物の増加額 631,398

現金及び現金同等物の期首残高 4,843,734

現金及び現金同等物の第1四半期末残高 5,475,132
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