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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 37,713 △5.4 5,166 155.4 5,113 184.5 2,922 374.4
21年3月期第1四半期 39,854 ― 2,023 ― 1,797 ― 616 ―

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

22年3月期第1四半期 7.87 ―

21年3月期第1四半期 1.66 ―

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

22年3月期第1四半期 254,355 60,104 22.7 155.60
21年3月期 253,247 56,736 21.7 147.73

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  57,784百万円 21年3月期  54,862百万円

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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成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）

（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

72,500 △5.1 2,600 ― 2,200 ― 1,000 ― 2.69

通期 159,500 △5.0 9,500 31.7 8,300 39.3 3,800 58.5 10.23



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５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 

 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当たっての注意事項等について
は、４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。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 371,875,676株 21年3月期  371,875,676株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  517,965株 21年3月期  515,181株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 371,358,582株 21年3月期第1四半期 371,309,145株



（参考）個別業績予想

平成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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

（注）個別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

通　　　期

第２四半期
累計期間

116,400 △6.9

当期純利益
１株当たり
当期純利益

53,000 △5.3 2.151,600 ― 800 ―

経常利益

1,400 ―

5,800 32.9 2,600 6.5 7.006,400 25.1



 当第１四半期の連結売上高は、金融危機による景気低迷等の影響により、連結子会社においてＬＰＧ売上及び不動

産関連売上が減少したことなどによって、前年同期に比べ2,141百万円減の37,713百万円となりました。 

 一方、費用面につきましては、売上の減少に伴う売上原価の減少に加え、原油価格の下落等による都市ガス原材料

費の減少などによって、営業利益は前年同期に比べ3,143百万円増の5,166百万円、経常利益は3,316百万円増の5,113

百万円、四半期純利益は2,306百万円増の2,922百万円となりました。 

 なお、当社の連結業績は、ガス事業のウエイトが高いため、売上が冬期を中心とした期間に多く計上されるという

季節変動要因を抱えております。  

  

 総資産は、季節的な要因によるガス売掛金の減少があったものの、連結子会社である久留米ガスが久留米市からガ

ス事業を承継したことに伴う有形固定資産の増加と、株価の上昇による投資有価証券の増加などによって、前期末に

比べ1,108百万円増加し、254,355百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益の計上などによる利益剰余金の増加と、株価の上昇によりその他有価証券評価差額金が増

加したことなどによって、前期末に比べ3,368百万円増加し、60,104百万円となりました。  

  

 業績予想について、当初予想から修正はありません。 

  

 該当する事項はありません。 

①簡便な会計処理 

 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第１四半期連結会計期間末の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

  められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 たな卸資産の評価方法 

   当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

  地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

   一部の子会社において、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算定する方法によっております。 

 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は、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によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算方法 

   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によっております。 

   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。   

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

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



①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

この変更による損益への影響はありません。  

②時価のあるその他有価証券の評価基準及び評価方法の変更 

その他有価証券のうち時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法によっておりました

が、その他有価証券の保有目的に鑑み、市場における短期的価格変動による直接的影響を排除し、財政状態を

より適切に表すため、当第１四半期連結会計期間から、期末日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法に

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に比べ、投資有価証券は381百万円、繰延税金負債（固定負債）

は127百万円、その他有価証券評価差額金は253百万円それぞれ減少しております。なお、損益への影響はあり

ません。   

（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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 34,381 34,893

供給設備 67,895 64,478

業務設備 5,693 5,580

その他の設備 71,008 71,562

建設仮勘定 2,750 1,606

有形固定資産合計 181,729 178,120

無形固定資産   

のれん 816 760

その他無形固定資産 3,383 3,164

無形固定資産合計 4,200 3,925

投資その他の資産   

投資有価証券 22,974 21,061

長期貸付金 1,502 1,518

繰延税金資産 2,333 2,487

その他投資 6,111 6,285

貸倒引当金 △524 △518

投資その他の資産合計 32,396 30,834

固定資産合計 218,326 212,880

流動資産   

現金及び預金 9,140 9,629

受取手形及び売掛金 12,842 17,271

商品及び製品 1,479 1,571

仕掛品 2,520 2,073

原材料及び貯蔵品 2,693 2,970

繰延税金資産 2,390 2,366

その他流動資産 5,185 4,707

貸倒引当金 △224 △222

流動資産合計 36,028 40,367

資産合計 254,355 253,247



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 89,000 90,629

繰延税金負債 440 39

退職給付引当金 3,249 3,177

ガスホルダー修繕引当金 560 529

保安対策引当金 358 459

負ののれん 277 293

その他固定負債 4,245 3,980

固定負債合計 128,131 129,107

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 21,881 22,162

支払手形及び買掛金 6,649 7,684

短期借入金 24,241 20,698

未払法人税等 2,444 3,123

役員賞与引当金 8 154

その他流動負債 10,893 13,579

流動負債合計 66,119 67,403

負債合計 194,250 196,511

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,629 20,629

資本剰余金 5,804 5,804

利益剰余金 30,292 28,483

自己株式 △121 △120

株主資本合計 56,605 54,796

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,583 556

繰延ヘッジ損益 △403 △491

評価・換算差額等合計 1,179 65

少数株主持分 2,320 1,874

純資産合計 60,104 56,736

負債純資産合計 254,355 253,247



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 39,854 37,713

売上原価 21,330 15,811

売上総利益 18,523 21,902

供給販売費及び一般管理費 16,499 16,736

営業利益 2,023 5,166

営業外収益   

受取利息 15 8

受取配当金 202 179

負ののれん償却額 － 15

持分法による投資利益 19 19

雑賃貸料 144 162

雑収入 213 420

営業外収益合計 595 806

営業外費用   

支払利息 603 565

雑支出 217 293

営業外費用合計 821 859

経常利益 1,797 5,113

特別利益   

固定資産売却益 39 －

特別利益合計 39 －

特別損失   

固定資産除却損 － 68

たな卸資産評価損 51 －

特別損失合計 51 68

税金等調整前四半期純利益 1,785 5,045

法人税等 1,047 2,017

少数株主利益 121 104

四半期純利益 616 2,922



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 1,785 5,045

減価償却費 4,424 4,231

長期前払費用の償却及び除却 361 321

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 7

受取利息及び受取配当金 △217 △188

支払利息 603 565

有形及び無形固定資産の売却損益（△は益） △39 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,488 5,042

たな卸資産の増減額（△は増加） 58 △77

仕入債務の増減額（△は減少） △3,663 △1,086

その他 △1,731 △2,990

小計 6,025 10,870

利息及び配当金の受取額 232 210

利息の支払額 △761 △657

法人税等の支払額 △555 △2,289

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,941 8,133

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,642 △3,581

有形及び無形固定資産の売却による収入 55 20

長期前払費用の取得による支出 △368 △358

投資有価証券の取得による支出 △659 △354

投資有価証券の売却による収入 18 0

有価証券の取得による支出 △999 △699

有価証券の売却による収入 － 699

事業譲受による支出 － △5,414

その他 215 235

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,380 △9,453

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） △1,647 3,543

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 5,298 5,530

長期借入金の返済による支出 △3,509 △7,385

自己株式の純増減額（△は増加） △1 △0

少数株主からの払込みによる収入 － 320

配当金の支払額 △1,114 △1,114

少数株主への配当金の支払額 △24 △22

その他 － △72

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,002 797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 563 △522

現金及び現金同等物の期首残高 5,740 8,666

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 916 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,220 8,144



 該当する事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）      

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）      

  

 該当する事項はありません。 

   

（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 
  

（百万円） 

工事及び 
器具 

（百万円） 

ＬＰＧ
  

（百万円）

不動産  
賃貸  

（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 
 26,991  3,117  3,325  570  5,849  39,854  －  39,854

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 128  298  1,131  910  1,919  4,389 (4,389)  －

計  27,119  3,415  4,457  1,481  7,769  44,243 (4,389)  39,854

営業利益   4,223  4  290  522  440  5,480 (3,457)  2,023

  

ガス 
  

（百万円） 

工事及び 
器具 

（百万円） 

ＬＰＧ
  

（百万円）

不動産  
賃貸  

（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 
 26,863  2,911  2,560  533  4,844  37,713  －  37,713

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 334  158  331  963  2,172  3,960 (3,960)  －

計  27,197  3,070  2,891  1,497  7,017  41,673 (3,960)  37,713

営業利益又は 

営業損失（△）  
 7,677  △32  324  517  251  8,738 (3,572)  5,166

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



６．その他の情報

（1）四半期個別経営成績等の概況（平成21年4月1日～平成21年6月30日）

（％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

百万円 百万円

（2）四半期個別ガス販売実績等

　①　お客さま戸数 （単位 千戸）

　②　ガス販売量 （単位 千）

【気温実績データ】 （単位 ℃）

※　気温は、当社６ヵ所の工場・製造所（福岡、北九州、熊本、長崎、佐世保、島原）で

　独自に測定し、ガス送出量に応じて加重平均しています。

124,982 5,116 4,363 2,441

2,917

433

573.7

― 

4,588

1,176 ― 

290.1

21年3月期

22年3月期第1四半期

21年3月期第1四半期

4,502

1,289

28,512

29,373

△2.9

経常利益 四半期(当期)純利益

純 資 産

22年3月期第1四半期

総 資 産

売 上 高 営業利益

― 

249.3

― 

21年3月期第1四半期

21年3月期

1,128.8  

家 庭 用

当四半期
（21.4～21.6）

前年同四半期
（20.4～20.6）

当四半期末
（21.6.30現在）

お 客 さ ま 戸 数 1,123.5  

66,507  

△6.0  

△6,393  

183,516  総 販 売 量 △12,073  

15,999  

96,704  

平 均 気 温

△10,417  

0.7  

増 減
当四半期

（21.4～21.6）

業

務

用

商 業 用

工 業 用

そ の 他

業 務 用 計

小 計

卸 供 給 20,305  

163,211  

前年同四半期
（20.4～20.6）

19.8  19.1  

70,531  

173,628  

63,379  

16,581  

103,097  

23,137  23,106  

△6.2  

△1,656  △7.5  21,961  

195,589  

△6.2  

△0.1  

増 減

△5.3  

△4,024  △5.7  

△9.1  

△582  △3.5  

率(％)

増 減 率(％)

△0.5  

△5,780  

168,911

176,437

169,328

52,470

53,542

49,625

前年同四半期末
（20.6.30現在）

△31  

57,599  
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