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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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 ％

22年3月期第3四半期 105,241 △9.8 3,677 ― 3,263 ― 1,528 ―

21年3月期第3四半期 116,679 ― △1,641 ― △2,322 ― △2,391 ―

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 4.12 ―

21年3月期第3四半期 △6.44 ―

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 258,329 57,221 21.2 147.69
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3四半期  54,844百万円 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

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00 ―

22年3月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 156,000 △7.1 8,600 19.2 7,800 30.9 3,700 54.3 9.96



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3四半期 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3四半期  525,455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3四半期 371,355,732株 21年3月期第3四半期 371,362,611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） 

  

（％表示は対前期増減率） 

（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 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 115,000  △8.0 6,000  17.3 5,500  26.1 2,500  2.4  6.73



当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、原料費調整制度に基づくガス料金単価の下方調整の影響及び景気低迷

の影響による業務用ガス販売量の減少等によりガス売上高が減少したことに加え、連結子会社においても景気低迷の

影響によりＬＰＧ売上、器具売上が減少したこと等によって、前年同期に比べ 百万円減の 百万円とな

りました。 

一方、費用面につきましては、原油価格の下落等による都市ガス原材料費の減少に加え、都市ガス及びＬＰＧの販

売量の減少に伴い原料使用量が減少したこと等によって、売上原価が大幅に減少しました。 

この結果、営業利益は 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常利益は 百万円（前年同期は経

常損失 百万円）、四半期純利益は 百万円（前年同期は四半期純損失 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、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等によって、前期末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

純資産は、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等によって、前期末に比べ 百万円増加

し、 百万円となりました。 

   

平成21年11月5日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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３四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、一部の子会社を除き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３四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３四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

11,438 105,241

3,677 1,641 3,263

2,322 1,528 2,391

２．連結財政状態に関する定性的情報

5,082 258,329

485

57,221

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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第３四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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）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、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 百万円、繰延税金負債（固定負債）

は 百万円、その他有価証券評価差額金は 百万円それぞれ増加しております。また、投資有価証券評価損

は 百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は 百万円増加しております。  

（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

294

99 173

21 21



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 33,841 34,893

供給設備 65,574 64,478

業務設備 5,574 5,580

その他の設備 70,830 71,562

建設仮勘定 4,415 1,606

有形固定資産合計 180,236 178,120

無形固定資産   

のれん 732 760

その他無形固定資産 3,717 3,164

無形固定資産合計 4,449 3,925

投資その他の資産   

投資有価証券 23,378 21,061

長期貸付金 2,044 1,518

繰延税金資産 2,753 2,487

その他投資 5,592 6,285

貸倒引当金 △579 △518

投資その他の資産合計 33,189 30,834

固定資産合計 217,875 212,880

流動資産   

現金及び預金 9,317 9,629

受取手形及び売掛金 14,972 17,271

商品及び製品 1,885 1,571

仕掛品 3,153 2,073

原材料及び貯蔵品 3,079 2,970

繰延税金資産 2,476 2,366

その他流動資産 5,782 4,707

貸倒引当金 △213 △222

流動資産合計 40,454 40,367

資産合計 258,329 253,247



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

社債 20,000 30,000

長期借入金 87,519 90,629

繰延税金負債 79 39

退職給付引当金 3,382 3,177

ガスホルダー修繕引当金 583 529

保安対策引当金 91 459

負ののれん 246 293

その他固定負債 4,889 3,980

固定負債合計 116,793 129,107

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 27,349 22,162

支払手形及び買掛金 10,766 7,684

短期借入金 33,046 20,698

未払法人税等 1,051 3,123

役員賞与引当金 36 154

その他流動負債 12,065 13,579

流動負債合計 84,315 67,403

負債合計 201,108 196,511

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 27,912 28,483

自己株式 △123 △120

株主資本合計 54,223 54,796

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,066 556

繰延ヘッジ損益 △445 △491

評価・換算差額等合計 621 65

少数株主持分 2,376 1,874

純資産合計 57,221 56,736

負債純資産合計 258,329 253,247



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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) 

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

売上高 116,679 105,241

売上原価 68,843 51,155

売上総利益 47,835 54,086

供給販売費及び一般管理費 49,477 50,408

営業利益又は営業損失（△） △1,641 3,677

営業外収益   

受取利息 51 33

受取配当金 340 312

負ののれん償却額 － 48

持分法による投資利益 108 117

雑賃貸料 400 429

雑収入 611 833

営業外収益合計 1,512 1,773

営業外費用   

支払利息 1,837 1,663

雑支出 355 524

営業外費用合計 2,193 2,188

経常利益又は経常損失（△） △2,322 3,263

特別利益   

固定資産売却益 114 －

投資有価証券売却益 － 20

移転補償金 93 －

特別利益合計 207 20

特別損失   

固定資産売却損 31 －

固定資産除却損 － 69

減損損失 820 －

投資有価証券評価損 19 285

たな卸資産評価損 51 －

特別損失合計 922 354

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△3,037 2,928

法人税等 △686 1,097

少数株主利益 41 302

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,391 1,528



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△3,037 2,928

減価償却費 13,250 12,904

長期前払費用の償却及び除却 1,070 950

減損損失 820 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △66 51

受取利息及び受取配当金 △392 △346

支払利息 1,837 1,663

投資有価証券売却損益（△は益） － △20

投資有価証券評価損益（△は益） 19 285

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △82 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,814 2,913

たな卸資産の増減額（△は増加） △292 △1,540

仕入債務の増減額（△は減少） △2,784 2,878

その他 △217 △418

小計 11,939 22,250

利息及び配当金の受取額 414 365

利息の支払額 △2,004 △1,752

法人税等の支払額 △1,301 △3,683

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,047 17,180

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 △9,149 △11,249

有形及び無形固定資産の売却による収入 443 46

長期前払費用の取得による支出 △1,016 △992

投資有価証券の取得による支出 △1,730 △1,804

投資有価証券の売却による収入 29 25

子会社株式の取得による支出 △245 △5

有価証券の取得による支出 △3,798 △699

有価証券の売却による収入 3,800 699

事業譲受による支出 － △5,414

その他 1,306 △270

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,362 △19,665

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） 7,832 12,347

長期借入れによる収入 27,525 12,583

長期借入金の返済による支出 △11,268 △20,482

社債の償還による支出 △20,000 －

自己株式の純増減額（△は増加） 27 △2

少数株主からの払込みによる収入 － 320

配当金の支払額 △2,229 △2,230

少数株主への配当金の支払額 △25 △22

その他 － △353

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,862 2,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 546 △325

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 7,204 8,341



 該当する事項はありません。 

  

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）  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 
 76,953  10,732  9,586  1,697  17,709  116,679  ―  116,679

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 553  431  3,159  2,831  6,278  13,253 (13,253)  ―

計  77,506  11,163  12,745  4,529  23,987  129,932 (13,253)  116,679

営業利益又は 

営業損失（△） 
 5,299  164  490  1,571  1,304  8,829 (10,471)  △1,641

  
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 
 70,839  9,047  7,863  1,641  15,850  105,241  ―  105,241

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 1,076  549  1,414  2,886  7,613  13,540 (13,540)  ―

計  71,915  9,597  9,278  4,528  23,463  118,782 (13,540)  105,241

営業利益又は 

営業損失（△） 
 10,762  △11  630  1,564  1,119  14,066 (10,388)  3,677

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（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12月31日） 
  

（％表示は対前年同四半期増減率） 

  

  

  

  

（2）四半期個別ガス販売実績等 

  

  

   

※ 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。 

  

６．その他の情報

  売 上 高 営業利益 経常利益 四半期(当期)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 77,177  △9.7 1,872 ― 1,701 ― 877 ― 

21年3月期第3四半期 85,470  6.6 △3,093 ― △3,589 ― △2,687 ―

21年3月期 124,982  5,116  4,363  2,441  

  総 資 産 純 資 産 

  百万円 百万円  

22年3月期第3四半期 168,387 48,805

21年3月期第3四半期 172,555 44,880

21年3月期 169,328  49,625  

① お客さま戸数       （単位 千戸）

  
当四半期末 

（21.12.31現在） 

前年同四半期末 

（20.12.31現在） 
増  減 率(％) 

お 客 さ ま 戸 数   1,120.0   1,126.3   △6.3   △0.6

② ガス販売量       （単位 千㎥）

  
当四半期 

（21.4～21.12） 

前年同四半期 

（20.4～20.12） 
増  減 率(％) 

家 庭 用   164,572   168,407   △3,835   △2.3

 

業 

務 

用 

 

商 業 用   81,298   84,700   △3,402   △4.0

工 業 用   191,843   199,619   △7,776   △3.9

そ の 他   65,143   67,780   △2,637   △3.9

業 務 用 計   338,284   352,099   △13,815   △3.9

小 計   502,856   520,506   △17,650   △3.4

卸 供 給   63,876   66,367   △2,491   △3.8

総 販 売 量   566,732   586,873   △20,141   △3.4

【気温実績データ】     （単位 ℃）

  
当四半期 

（21.4～21.12） 

前年同四半期 

（20.4～20.12） 
増  減 

平 均 気 温   20.2   20.3   △0.1
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