
 
平成２１年６月１９日 

各 位 
会社名 東京瓦斯株式会社 
代表者名   鳥原 光憲 
コード番号   ９５３１ 

お問合せ先 経理部連結・税務グループマネージャー 
相澤 正人（TEL ０３－５４００－７７３６） 

上場取引所 東証、大証、名証 
 

（訂正・数値データ訂正あり）平成２１年３月期決算短信の一部訂正について 
 
 平成２１年４月２８日１４時に発表しました掲記の開示資料におきまして、記載内容に

一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂

正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 
 

記 
 
訂正箇所 
（１）  １ページ ２．配当の状況 
（２）  ４ページ １．経営成績 （１）経営成績に関する分析 （次期の見通し） 
（３）３６ページ ６．その他 （２）当期個別決算経営成績 ②収支実績概要 

  
訂正箇所の詳細につきましては、別紙に記載しております。 

 
以上 
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（別紙） 
決算短信の訂正箇所 
 訂正箇所は     を付して表示しております。 
 
（１）１ページ 
２．配当の状況 

 
【訂正前】 

配当金総額 配当性向 純資産配当
(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 （年間） （連結） 率（連結）

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 21,251 50.2 2.7
21年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 21,425 51.2 2.8
22年3月期
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 52.1

1株当たり配当金

 
 
【訂正後】 

配当金総額 配当性向 純資産配当
(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 （年間） （連結） 率（連結）

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 21,251 50.2 2.7
21年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 21,425 51.2 2.8
22年3月期
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 51.7

1株当たり配当金

 
 
 
（２）４ページ  
１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 
（次期の見通し） 

 
【訂正前】 
平成 21 年度の連結業績予想につきましては、次のとおりです。 
（中略） 
平成 21 年度のガス販売量は、新規需要家の獲得及びガス機器の普及・拡大に努めるもの

の、20 年度に対し 3.4％減の13,942 百万m3と想定しており、これに対応するガス売上の見

通しは 2,434 億円（△19.4％）減の 1兆 141 億円です。 
（以下省略） 

 
【訂正後】 
平成 21 年度の連結業績予想につきましては、次のとおりです。 
（中略） 
平成 21 年度のガス販売量は、新規需要家の獲得及びガス機器の普及・拡大に努めるもの

の、20 年度に対し 3.4％減の13,466 百万ｍ3と想定しており、これに対応するガス売上の見

通しは 2,434 億円（△19.4％）減の 1兆 141 億円です。 
（以下省略） 
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（３）３６ページ 
６．その他 
（２）当期個別決算経営成績 
②収支実績概要 

（平成 20 年度収支実績） 
 
【訂正前】 

20年度 19年度 増減 20年度 19年度 増減

原油価格
（＄／bbl)

90.51 78.72 △ 11.79
円レート
（円／＄)

100.71 114.44 △ 13.73
 

 
【訂正後】 

20年度 19年度 増減 20年度 19年度 増減

原油価格
（＄／bbl)

90.51 78.72 11.79
円レート
（円／＄)

100.71 114.44 △ 13.73
 

 
以 上 
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平成21年3月期 決算短信 
平成21年4月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東京瓦斯株式会社 上場取引所 東 大 名 

コード番号 9531 URL http://www.tokyo-gas.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鳥原 光憲

問合せ先責任者 （役職名）
経理部                    
連結・税務グループマネージャー

（氏名） 相澤 正人 TEL 03-5400-7736

定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

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 1,660,162 11.6 65,204 △6.9 58,337 △12.7 41,708 △1.8

20年3月期 1,487,496 8.0 70,048 △56.8 66,832 △57.2 42,487 △57.8

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 15.63 15.37 5.4 3.4 3.9
20年3月期 15.94 15.50 5.4 3.9 4.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  5,529百万円 20年3月期  3,775百万円

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 1,764,185 784,616 43.8 284.72
20年3月期 1,703,651 780,455 45.1 289.49

（参考） 自己資本   21年3月期  772,365百万円 20年3月期  769,072百万円

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 159,561 △163,575 30,932 64,009
20年3月期 182,204 △155,365 △25,189 43,706

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00 21,251 50.2 2.7
21年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 21,425 51.2 2.8

22年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 51.7

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

635,000 △14.2 30,000 ― 26,000 ― 16,000 ― 5.90

通期 1,381,000 △16.8 73,000 12.0 64,000 9.7 42,000 0.7 15.48



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  

（参考）連結の範囲及び持分法の適用に関する事項 
 連結子会社数57社（増加3社、減少1社）、持分法適用関連会社4社（増減なし） 

(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、20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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、23ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 2,717,571,295株 20年3月期 2,741,571,295株

② 期末自己株式数 21年3月期  4,884,659株 20年3月期  84,937,500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 1,448,154 14.2 42,547 △0.7 39,864 △10.2 25,087 △16.2

20年3月期 1,268,048 8.2 42,863 △68.7 44,376 △68.3 29,921 △67.6

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 9.40 9.26
20年3月期 11.22 10.94

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 1,472,344 662,658 45.0 244.28
20年3月期 1,401,464 660,000 47.1 248.43

（参考） 自己資本 21年3月期  662,658百万円 20年3月期  660,000百万円

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 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記予想に関する事項は3ページ「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」及び35ページ「6．その他（2）当期個別決算経営成績」
をご覧下さい。 

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

546,000 △15.9 22,000 ― 22,000 ― 15,000 ― 5.53

通期 1,179,000 △18.6 53,000 24.6 50,000 25.4 33,000 31.5 12.17




