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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 6,677 ― 199 ― 169 ― 170 ―

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 22.49 ―

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 11,806 5,998 50.8 792.67
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,998百万円 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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
22年3月期 ― 3.50 ―

22年3月期 
（予想）

3.50 7.00

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 10,403 0.1 614 31.6 562 35.0 352 35.0 46.52
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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 7,586,000株 21年3月期  7,586,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  18,938株 21年3月期  18,938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 7,567,062株 21年3月期第3四半期 7,567,139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。なお、下記予想に関する事項は、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リノーバ東日本株式会社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、政府の景気対策等により一部の業種の企業収益は改善の兆しがみ

られるものの、依然として世界的な金融危機等による景気低迷が続き、雇用・所得環境の悪化から個人消費が冷え

込むなど、先行き不透明な経済環境で推移いたしました。 

エネルギー業界におきましては、業務用のみならず家庭用分野にまでエネルギー間競争が激しさを増しており、

当業界を取り巻く環境は非常に厳しい状況となっております。 

このような環境の下、当社は都市ガス及びＬＰガスの新規需要の獲得に向けて積極的な営業活動を展開いたしま

した。 

当第３四半期累計期間の都市ガスの売上高は、第１四半期の気温・水温が高めに推移したことにより家庭用が減

少したこと、また、景気低迷の影響により業務用の需要が減少したことにより、都市ガス販売量が減少いたしまし

た。その他の事業部門（ＬＰＧ事業部門）のガスの売上高は、積極的な新規需要の開発による家庭用販売量の大幅

な増加がありましたが、工業用が落ち込んだこと等により僅かな増加にとどまりました。また、器具・工事につき

ましてはリフォーム売上の増加により売上は伸びたものの新設工事の落ち込みによる工事売上が減少したため前年

割れし、全体の売上高は6,677百万円（前年同期比5.9％減）となりました。 

一方、利益面につきましては、都市ガス及びＬＰガスの購入価格が前年同期に比べ低く推移し売上原価が減少い

たしましたため、営業利益は199百万円（前年同期は営業損失87百万円）、経常利益は169百万円（前年同期は経常

損失124百万円）、第３四半期純利益は連結子会社のリノーバ東日本株式会社との合併に伴う抱合せ株式消滅差益75

百万円の計上もあり170百万円（前年同期は四半期純損失86百万円）と減収増益となりました。 

なお、当社の業績は、季節的変動が著しいガス事業のウェイトが高いため、その性質上ガスの需要期にあたる冬

期（下期）に売上高が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３四半期会計期間末の総資産は11,806百万円となり、前事業年度末に比べ659百万円の減少となりました。そ

の主な要因は、現金及び預金の減少額336百万円、受取手形及び売掛金の減少額62百万円、建設仮勘定は増加したも

のの減価償却による有形固定資産の減少額178百万円等によるものであります。 

負債総額は5,808百万円となり、前事業年度末に比べ776百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入

金の減少額494百万円、未払法人税等の減少額204百万円等によるものであります。 

純資産合計額は5,998百万円となり、前事業年度末に比べ116百万円の増加となりました。その主な要因は、第３

四半期純利益170百万円の計上と配当金の支払額52百万円等によるものであります。  

（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。 

  

平成22年３月期通期業績予想につきましては、平成21年10月１日付で唯一の連結子会社であるリノーバ東日本株

式会社を吸収合併いたしましたが、今回の合併の影響が軽微であること、今後の原料価格の動向、需要期の気温・

水温の推移等の不透明要素があることから、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おりませ

ん。  

  

・簡便な会計処理 

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、事業年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によって

おります。 

２．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、前事業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ので、前事業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。 

  

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  

製造設備 344,456

供給設備 8,372,763

業務設備 461,261

附帯事業設備 76,835

建設仮勘定 208,829

有形固定資産合計 9,464,146

無形固定資産  

のれん 86,574

借地権 6,900

その他無形固定資産 28,875

無形固定資産合計 122,349

投資その他の資産  

投資有価証券 10,382

社内長期貸付金 36,762

長期前払費用 171,627

繰延税金資産 152,682

その他投資 100,811

投資その他の資産合計 472,267

固定資産合計 10,058,763

流動資産  

現金及び預金 936,049

受取手形 2,451

売掛金 299,089

関係会社売掛金 5,932

未収入金 116,141

製品 151,293

原料 3,219

貯蔵品 54,637

前払費用 18,152

関係会社短期債権 182

繰延税金資産 24,119

その他流動資産 5,265

附帯事業流動資産 139,986

貸倒引当金 △8,860

流動資産合計 1,747,662

資産合計 11,806,426
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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 1,901,120

退職給付引当金 283,935

役員退職慰労引当金 59,995

ガスホルダー修繕引当金 196,790

その他固定負債 92,624

固定負債合計 2,534,465

流動負債  

1年以内に期限到来の固定負債 839,555

買掛金 341,942

短期借入金 500,000

未払金 129,120

未払費用 27,619

未払法人税等 10,522

前受金 38,238

預り金 63,612

関係会社支払手形 993,890

関係会社買掛金 85,008

関係会社未払金 91,272

賞与引当金 27,330

附帯事業流動負債 125,674

流動負債合計 3,273,787

負債合計 5,808,252

純資産の部  

株主資本  

資本金 600,000

資本剰余金 203,838

利益剰余金 5,201,263

自己株式 △9,078

株主資本合計 5,996,023

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 2,149

評価・換算差額等合計 2,149

純資産合計 5,998,173

負債純資産合計 11,806,426
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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 4,356,097

製品売上合計 4,356,097

売上原価  

期首たな卸高 169,444

当期製品製造原価 101,927

当期製品仕入高 1,524,432

当期製品自家使用高 10,874

期末たな卸高 151,293

売上原価合計 1,633,637

売上総利益 2,722,459

供給販売費 2,328,973

一般管理費 410,710

供給販売費及び一般管理費 2,739,683

事業損失（△） △17,223

営業雑収益  

受注工事収益 208,950

器具販売収益 1,146,982

営業雑収益合計 1,355,932

営業雑費用  

受注工事費用 190,106

器具販売費用 942,987

営業雑費用合計 1,133,094

附帯事業収益 965,395

附帯事業費用 971,964

営業利益 199,045

営業外収益  

受取利息 407

受取配当金 130

不動産賃貸料 2,066

保険解約返戻金 2,461

受取保険金 3,758

雑収入 1,382

営業外収益合計 10,206

営業外費用  

支払利息 40,051

営業外費用合計 40,051

経常利益 169,200

東日本ガス㈱（9544）平成22年３月期　第３四半期決算短信

－ 6 －



（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  

抱合せ株式消滅差益 75,752

特別利益合計 75,752

特別損失  

退職給付費用 12,702

ゴルフ会員権売却損 4,556

特別損失合計 17,258

税引前四半期純利益 227,694

法人税等 3,000

法人税等調整額 54,541

法人税等合計 57,541

四半期純利益 170,153
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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
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前事業年度末に係る要約貸借対照表（単体） 

（単位：千円）  

「参考資料」

  

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   352,894

供給設備   8,825,712

業務設備   366,002

附帯事業設備   76,324

建設仮勘定   22,026

有形固定資産合計   9,642,960

無形固定資産    

のれん   118,716

借地権   6,900

その他無形固定資産   24,759

無形固定資産合計   150,376

投資その他の資産    

投資有価証券   11,249

関係会社投資   20,000

社内長期貸付金   40,829

長期前払費用   202,585

繰延税金資産   169,954

その他投資   91,180

投資その他の資産合計   535,798

固定資産合計   10,329,135

流動資産   

現金及び預金  1,272,572

受取手形  1,587

売掛金  360,206

関係会社売掛金  8,186

未収入金  91,206

製品  169,444

原料  2,282

貯蔵品  54,571

前払費用  12,019

関係会社短期債券  153

繰延税金資産  44,962

その他流動資産  5,861

附帯事業流動資産  119,542

貸倒引当金  △5,360

流動資産合計   2,137,239

資産合計  12,466,374
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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   2,301,430

退職給付引当金   304,454

役員退職慰労引当金  116,239

ガスホルダー修繕引当金   248,865

その他固定負債   6,140

固定負債合計   2,977,130

流動負債    

1年以内に期限到来の固定負債   924,488

買掛金   367,681

短期借入金   500,000

未払金   178,177

未払費用   33,000

未払法人税等   215,505

前受金   25,909

預り金   20,080

関係会社支払手形   843,093

関係会社買掛金   94,155

関係会社未払金   144,313

賞与引当金   78,770

その他流動負債   80,302

附帯事業流動負債   102,222

流動負債合計   3,607,701

負債合計   6,584,831

純資産の部    

株主資本    

資本金   600,000

資本剰余金   203,838

利益剰余金   5,084,080

自己株式   △9,078

株主資本合計   5,878,839

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金   2,703

評価・換算差額等合計   2,703

純資産合計   5,881,542

負債純資産合計   12,466,374
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四半期損益計算書（単体） 

前第３四半期累計期間（平成20年４月１日～12月31日） 

（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 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

製品売上   

ガス売上 4,772,149

製品売上合計 4,772,149

売上原価   

期首たな卸高 156,556

当期製品製造原価 144,298

当期製品仕入高 2,214,770

当期製品自家使用高 12,898

期末たな卸高 218,139

売上原価合計 2,284,586

売上総利益 2,487,562

供給販売費 2,407,265

一般管理費 329,645

供給販売費及び一般管理費 2,736,910

事業損失（△） △249,347

営業雑収益   

受注工事収益 271,087

器具販売収益 1,116,413

営業雑収益合計 1,387,501

営業雑費用   

受注工事費用 242,326

器具販売費用 951,125

営業雑費用合計 1,193,451

附帯事業収益 939,949

附帯事業費用 972,360

営業損失（△） △87,708

営業外収益   

受取利息 427

受取配当金 125

不動産賃貸料 2,171

保険配当金 3,334

雑収入 2,085

営業外収益合計 8,144

営業外費用   

支払利息 45,151

営業外費用合計 45,151

経常損失（△） △124,715

税引前四半期純損失 △124,715

法人税等 －

法人税等調整額 △38,208

法人税等合計 △38,208

四半期純損失（△） △86,507
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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 352,894

供給設備 8,825,712

業務設備 366,002

その他の設備 77,378

建設仮勘定 22,026

有形固定資産合計 9,644,015

無形固定資産  

のれん 118,716

その他 32,245

無形固定資産合計 150,962

投資その他の資産  

繰延税金資産 185,587

その他 345,864

投資その他の資産合計 531,452

固定資産合計 10,326,429

流動資産  

現金及び預金 1,437,001

受取手形及び売掛金 491,385

製品 169,444

仕掛品 5,937

原材料及び貯蔵品 61,448

繰延税金資産 47,010

その他 106,811

貸倒引当金 △5,360

流動資産合計 2,313,679

資産合計 12,640,109
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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 2,301,430

退職給付引当金 335,132

役員退職慰労引当金 125,868

ガスホルダー修繕引当金 248,865

その他 6,140

固定負債合計 3,017,436

流動負債  

1年以内に期限到来の固定負債 924,488

支払手形及び買掛金 389,834

関係会社短期債務 1,149,877

短期借入金 500,000

未払法人税等 221,154

賞与引当金 82,220

その他 399,960

流動負債合計 3,667,535

負債合計 6,684,972

純資産の部  

株主資本  

資本金 600,000

資本剰余金 203,838

利益剰余金 5,157,673

自己株式 △9,078

株主資本合計 5,952,433

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 2,703

評価・換算差額等合計 2,703

純資産合計 5,955,136

負債純資産合計 12,640,109
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（参考）四半期連結財務諸表 
 四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 7,109,502

売上原価 4,410,358

売上総利益 2,699,143

供給販売費及び一般管理費  

供給販売費 2,449,493

一般管理費 329,645

供給販売費及び一般管理費合計 2,779,139

営業損失（△） △79,995

営業外収益  

受取利息 551

受取配当金 125

保険配当金 3,334

不動産賃貸料 1,721

その他 1,662

営業外収益合計 7,395

営業外費用  

支払利息 45,176

営業外費用合計 45,176

経常損失（△） △117,776

税金等調整前四半期純損失（△） △117,776

法人税、住民税及び事業税 2,800

法人税等調整額 △38,685

法人税等合計 △35,885

四半期純損失（△） △81,891
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