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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

(注)平成22年３月期第３四半期より、連結から非連結の開示となりました。このため、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

(注)平成22年３月期第３四半期より、連結から非連結の開示となりました。このため、前事業年度末実績については記載しておりません。 
 

(1) 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3四半期 6,475 ― △87 ― △101 ― △25 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 △2.78 ―

21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 12,243 6,067 49.6 674.39
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  6,067百万円 21年3月期  ―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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ― 2.50 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 10,000 6.3 250 △47.6 215 △52.9 215 ― 23.90
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 9,000,000株 21年3月期 9,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 2,830株 21年3月期 2,785株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 8,997,202株 21年3月期第3四半期 8,997,312株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年４月28日に公表いたしました個別業績予想を修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想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条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績
予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．平成21年10月１日付で唯一の連結子会社である株式会社ユピア新日本を吸収合併いたしましたため、平成22年３月期第３四半期より連結から非連結
の開示となりました。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融・経済危機による景気後退影響には、一部
に好転の兆しが見られたものの、物価の下落等により企業収益や雇用・所得環境には改善が見られず依然
として厳しい状態で推移いたしました。 
エネルギー業界では、依然としてエネルギー間の競合は厳しい環境にあり、加えて新政府においてわが
国の温室効果ガスについて25％削減を目指す旨中期目標を表明され、国を挙げた取り組みが予想される
中、太陽光発電・太陽熱利用など新エネルギーとのベストミックスを一段と加速させる必要に迫られてお
ります。 
この様な状況の中で当社は、ガスの普及拡大及び収益力の向上に努めるとともに、お客さまから選ばれ
るエネルギー事業者となるためにお客さまのお役に立つ、安心、安全で、より安価なエネルギーサービス
を推進してまいりました。 
なお、平成14年から開始した、環境にやさしい天然ガス(13Ａ)への熱量変更作業を去る平成21年９月18
日に無事故・無災害で完了いたしました。 
また、唯一の連結子会社である株式会社ユピア新日本を平成21年10月１日に吸収合併いたしました。 
当第３四半期累計期間(平成21年４月～平成21年12月)の都市ガス販売量は業務用の新規需要家獲得等に
より、前年同期に比べ11.6％増の33,743千㎥となりました。ガス売上高は前年同期に比べ6.8％増の3,768
百万円となり、売上高全体では、前年同期に比べ0.8％減の6,475百万円となりました。 
利益については、久喜工場プラント設備の除却費用の発生、減価償却費の増加、ＬＰガス配送業務の合
理化を図るため配送方法の変更に伴う作業費の発生などにより、経常損失が101百万円(前年同期は経常利
益６百万円)となり、四半期純損失が25百万円(前年同期は四半期純損失312百万円)となりました。 
また、当社は、季節的変動が著しいガス事業の占めるウエイトが高いため、売上高および利益は下半期
に偏る傾向があります。 
(注) 上記記載の文章中、前年同期との比較については単体の前年同四半期累計期間と比較しております。 
  

当第３四半期末の総資産は、主に現金及び預金並びに未収入金の減少等により前事業年度末に比べ381
百万円減の12,243百万円となりました。 
純資産は、当第３四半期純損失の計上等により前事業年度末に比べ67百万円減の6,067百万円となりま
した。この結果、自己資本比率は1.0％増の49.6％となり、１株当たり純資産は、前事業年度末に比べ７
円54銭減の674円39銭となりました。 
(注) 上記記載の文章中、前事業年度末との比較については単体の前事業年度末と比較しております。 
  

第１四半期から第３四半期にかけての経常利益がマイナスとなりますが、これは当社特有の季節的変動
要因によるものです。 
通期の業績予想につきましては、平成21年４月28日の決算短信で発表した業績予想を変更していませ
ん。 
  

①固定資産の減価償却費の算定方法 
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。 
②法人税等並びに繰延税金資産およ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、前会計年度末以降に経理環境等、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ので、前会計年度において使用した将来の業績予想やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

資産の部  

固定資産  

有形固定資産  

供給設備 7,014,880

業務設備 667,349

附帯事業設備 479,784

建設仮勘定 184,187

有形固定資産合計 8,346,201

無形固定資産  

のれん 192,266

その他無形固定資産 27,287

無形固定資産合計 219,553

投資その他の資産  

投資有価証券 73,876

社内長期貸付金 54,798

出資金 12,468

長期前払費用 182,603

繰延税金資産 349,360

その他投資 138,544

投資その他の資産合計 811,651

固定資産合計 9,377,407

流動資産  

現金及び預金 978,129

受取手形 55,396

売掛金 386,247

未収入金 52,180

製品 91,615

貯蔵品 78,890

前払金 848

前払費用 38,655

繰延税金資産 23,761

その他流動資産 16,135

附帯事業売掛金 196,248

附帯事業流動資産 41,594

貸倒引当金 △30,217

流動資産合計 1,929,486

繰延資産  

開発費 936,859

繰延資産合計 936,859

資産合計 12,243,752

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成22年３月期第３四半期決算短信(非連結)
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

負債の部  

固定負債  

長期借入金 2,468,860

退職給付引当金 250,728

役員退職慰労引当金 195,906

ガスホルダー修繕引当金 51,633

その他固定負債 146,138

固定負債合計 3,113,267

流動負債  

1年以内に期限到来の固定負債 1,103,942

支払手形 111,187

買掛金 248,617

短期借入金 100,000

未払金 128,838

未払費用 44,139

未払法人税等 10,731

前受金 5,547

預り金 56,034

賞与引当金 29,247

関係会社支払手形 886,448

関係会社買掛金 73,602

関係会社未払金 87,560

その他流動負債 1,443

附帯事業流動負債 175,508

流動負債合計 3,062,850

負債合計 6,176,118

純資産の部  

株主資本  

資本金 500,000

資本剰余金 72,548

利益剰余金 5,467,923

自己株式 △1,183

株主資本合計 6,039,288

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 28,346

評価・換算差額等合計 28,346

純資産合計 6,067,634

負債純資産合計 12,243,752

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成22年３月期第３四半期決算短信(非連結)
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

製品売上  

ガス売上 3,768,211

売上原価  

期首たな卸高 88,392

当期製品製造原価 40,597

当期製品仕入高 1,224,770

当期製品自家使用高 3,469

期末たな卸高 91,615

売上原価合計 1,258,675

売上総利益 2,509,536

供給販売費 2,362,115

一般管理費 344,066

供給販売費及び一般管理費合計 2,706,182

事業損失（△） △196,646

営業雑収益  

受注工事収益 212,507

器具販売収益 1,111,813

営業雑収益合計 1,324,321

営業雑費用  

受注工事費用 212,448

器具販売費用 956,851

営業雑費用合計 1,169,299

附帯事業収益 1,382,961

附帯事業費用 1,428,699

営業損失（△） △87,361

営業外収益  

受取利息 576

受取配当金 1,343

保険配当金 3,402

保険返戻金 1,664

受取補償金 1,430

雑収入 5,354

営業外収益合計 13,772

営業外費用  

支払利息 27,464

営業外費用合計 27,464

経常損失（△） △101,054
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(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別利益  

固定資産売却益 1,680

ＬＰＧ容器売却益 71,587

抱合せ株式消滅差益 6,900

特別利益合計 80,167

特別損失  

退職給付費用 12,690

ゴルフ会員権評価損 914

特別損失合計 13,604

税引前四半期純損失（△） △34,491

法人税等 2,888

法人税等調整額 △12,358

法人税等合計 △9,470

四半期純損失（△） △25,020

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成22年３月期第３四半期決算短信(非連結)
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成22年３月期第３四半期決算短信(非連結)
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(単位：千円) 

「参考資料」

前事業年度末に係る要約貸借対照表(単体)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 
(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 156,885

   供給設備 6,603,745

   業務設備 678,132

   附帯事業設備 734,830

   建設仮勘定 303,487

   有形固定資産合計 8,477,081

  無形固定資産

   のれん 229,111

   その他無形固定資産 22,121

   無形固定資産合計 251,232

  投資その他の資産

   投資有価証券 71,895

   関係会社投資 20,000

   社内長期貸付金 61,321

   出資金 12,468

   長期前払費用 169,137

   繰延税金資産 291,172

   その他投資 102,682

   投資その他の資産合計 728,678

  固定資産合計 9,456,992

 流動資産

  現金及び預金 1,060,579

  受取手形 73,946

  売掛金 412,081

  関係会社売掛金 309

  未収入金 149,605

  製品 88,392

  原料 3,594

  貯蔵品 99,321

  前払金 1,302

  前払費用 9,152

  繰延税金資産 50,116

  その他流動資産 13,609

  附帯事業売掛金 137,905

  附帯事業流動資産 83,258

  貸倒引当金 △20,116

  流動資産合計 2,163,060

 繰延資産

  開発費 1,004,821

  繰延資産合計 1,004,821

 資産合計 12,624,874
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(単位：千円)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日)

負債の部

 固定負債

  長期借入金 2,382,555

  退職給付引当金 242,492

  役員退職慰労引当金 175,933

  ガスホルダー修繕引当金 42,588

  その他固定負債 101,741

  固定負債合計 2,945,311

 流動負債

  １年以内に期限到来の固定負債 1,057,160

  支払手形 238,301

  買掛金 219,108

  未払金 231,093

  未払費用 49,125

  未払法人税等 28,279

  前受金 3,703

  預り金 13,516

  賞与引当金 82,762

  関係会社支払手形 990,893

  関係会社買掛金 71,339

  関係会社未払金 378,771

  附帯事業流動負債 180,080

  流動負債合計 3,544,137

 負債合計 6,489,448

純資産の部

 株主資本

  資本金 500,000

   資本剰余金

   資本準備金 72,548

   資本剰余金合計 72,548

  利益剰余金

   利益準備金 93,284

   その他利益剰余金

     別途積立金 3,299,500

     繰越利益剰余金 2,145,146

    利益剰余金合計 5,537,930

   自己株式 △1,171

   株主資本合計 6,109,306

  評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 26,119

   評価・換算差額等合計 26,119

  純資産合計 6,135,426

 負債純資産合計 12,624,874
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  四半期損益計算書 

(単位：千円) 

 前年同四半期に係る財務諸表

前第３四半期累計期間 

前第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

売上高

 ガス売上 3,529,024

売上原価

 期首たな卸高 105,185

 当期製品製造原価 306,067

 当期製品仕入高 989,314

 当期製品自家使用高 8,239

  期末たな卸高 95,089

 売上原価合計 1,297,240

売上総利益 2,231,784

供給販売費 2,055,063

一般管理費 338,864

 供給販売費及び一般管理費合計 2,393,928

事業損失(△) △162,143

営業雑収益

 受注工事収益 237,277

 器具販売収益 1,184,046

 営業雑収益合計 1,421,324

営業雑費用

 受注工事費用 236,381

 器具販売費用 1,029,264

 営業雑費用合計 1,265,645

附帯事業収益 1,575,719

附帯事業費用 1,548,590

営業利益 20,663

営業外収益

 受取利息 831

 受取配当金 1,469

 保険配当金 3,346

 受取補償金 1,544

 固定資産税還付金 2,827

 雑収入 5,162

 営業外収益合計 15,182

営業外費用

 支払利息 29,385

 営業外費用合計 29,385

経常利益 6,459

特別利益

 貸倒引当金戻入益 3,896

 投資有価証券売却益 27

 特別利益合計 3,923

特別損失

 投資有価証券評価損 497

 子会社株式整理損 650,567

 特別損失合計 651,064

税引前四半期純損失(△) △640,680

法人税等 402

法人税等調整額 △328,142

法人税等合計 △327,739

四半期純損失(△) △312,941
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前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表 
(単位：千円) 

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 156,885

   供給設備 6,603,745

   業務設備 678,132

   その他の設備 735,023

   建設仮勘定 303,487

   有形固定資産合計 8,477,081

  無形固定資産

   のれん ─

   その他無形固定資産 29,136

   無形固定資産合計 29,136

  投資その他の資産

   投資有価証券 71,895

   繰延税金資産 296,002

   その他 345,610

   投資その他の資産合計 713,508

  固定資産合計 9,219,918

 流動資産

  現金及び預金 1,075,064

  受取手形及び売掛金 510,842

  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 66,142

  その他 393,999

  貸倒引当金 △20,116

  流動資産合計 2,219,440

 繰延資産

  開発費 1,004,821

  繰延資産合計 1,004,821

 資産合計 12,444,180
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(単位：千円)

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

  長期借入金 2,382,555

  退職給付引当金 260,661

  役員退職慰労引当金 175,933

  ガスホルダー修繕引当金 42,588

  負ののれん 3,510

  その他 101,741

  固定負債合計 2,966,990

 流動負債

  1年以内に期限到来の固定負債 1,057,160

  支払手形及び買掛金 465,667

  未払法人税等 28,369

  関係会社短期債務 1,446,207

  賞与手当金 84,043

  その他 479,290

  流動負債合計 3,560,738

 負債合計 6,527,729

純資産の部

 株主資本

  資本金 500,000

  資本剰余金 72,548

  利益剰余金 5,318,955

  自己株式 △1,171

  株主資本合計 5,890,332

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 26,119

  評価・換算差額等合計 26,119

 純資産合計 5,916,451

負債純資産合計 12,444,180
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前年同四半期に係る連結財務諸表 
   四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 

 
  

  

前第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

売上高 6,692,925

売上原価 3,686,067

売上総利益 3,006,858

供給販売費及び一般管理費

 供給販売費 2,679,362

 一般管理費 366,656

 供給販売費及び一般管理費合計 3,046,018

営業損失（△） △39,160

営業外収益

 受取利息 928

 受取配当金 1,470

 雑収入 13,337

 営業外収益合計 15,736

営業外費用

 支払利息 29,385

 雑支出 10

 営業外費用合計 29,396

経常損失（△） △52,820

特別利益

 固定資産売却益 27

 貸倒引当金戻入額 3,896

 事業譲渡益 15,553

 特別利益合計 19,477

特別損失

 固定資産売却損 863

 固定資産除却損 238

 投資有価証券評価損 497

 関係会社整理損 694,003

 特別損失合計 695,602

税金等調整前四半期純損失（△） △728,946

法人税、住民税及び事業税 63,015

法人税等調整額 △325,072

法人税等合計 △262,056

四半期純損失（△） △466,889
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