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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 28,493 △1.1 39 ― 416 ― 118 ―
21年3月期第3四半期 28,814 ― △858 ― △730 ― △592 ―

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 2.47 ―
21年3月期第3四半期 △12.36 ―

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 57,451 37,921 62.7 751.47
21年3月期 54,458 38,051 66.7 757.09

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  36,037百万円 21年3月期  36,308百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 7.00

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 42,600 △1.4 820 11.2 1,320 48.6 690 39.9 14.39
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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  
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。 

(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） 

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。 

(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 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後、天候等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、業績予想に関する事項の詳細は、３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 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 48,000,000株 21年3月期  48,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  44,354株 21年3月期  42,112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 47,956,225株 21年3月期第3四半期 47,962,873株
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 当第３四半期連結累計期間（21年４～12月）の売上高につきましては、お客さま設備の稼動減によりガス販売量が

減少していること、原料費調整制度に基づくガス料金単価の引下げがあったことなどから、前年同期に比べ３億21百

万円減少の284億93百万円となりました。 

 一方、営業費用につきましては、年金資産の数理差異等退職給付費用の増加、「13Ａガス」への熱量変更費用の増

加などがあったものの、ＬＮＧ価格の下落に伴う原料費の大幅な減少に加え、経営全般にわたる経費の削減に努めた

ことから、前年同期に比べ12億18百万円減少の284億54百万円となりました。 

 この結果、前年同期に比べ営業利益は８億97百万円増加の39百万円、経常利益は11億47百万円増加の４億16百万

円、四半期純利益は７億11百万円増加の１億18百万円となりました。 

 なお、当社グループの連結業績は、季節的変動の著しいガス事業の占めるウェイトが高いため、ガスの需要期であ

る冬期を中心に春先にかけて売上高及び利益が多く計上されます。  

  

 当第３四半期末における総資産は574億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億92百万円の増加となりまし

た。増減の主なものは、長岡市のガス事業譲受けを主因とする有形固定資産の増加20億46百万円、無形固定資産の増

加15億48百万円の他、繰延資産の増加５億25百万円、未成工事支出金の減少11億65百万円などであります。  

 なお、純資産は379億21百万円となり、自己資本比率は4.0ポイント減少し、62.7％となりました。  

  

 暖房用ガスの需要期である冬期に入り、例年より気温が低く推移しガス販売量は増加しているものの、第４四半期

連結会計期間はガス需要のピークを迎えるため、今後の気温の状況により通期の売上高は大きく変動いたします。利

益につきましても同様であることから、現時点において通期業績予想の修正は行っておりません。  

  

該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定  

 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場合に、前連結会計年

度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法によ

っております。 

②棚卸資産の評価方法  

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。  

③経過勘定項目の算定方法  

 一部の経過勘定項目については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。  

④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、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、前連結会計年度決算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  

 税金費用については、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見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用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
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 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おりましたが、「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。  

 これにより、売上高は662,407千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

64,569千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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 569,681 617,618

供給設備 36,121,203 34,297,316

業務設備 1,318,834 1,316,987

その他の設備 1,003,778 1,059,318

建設仮勘定 1,479,525 1,155,079

有形固定資産合計 40,493,023 38,446,321

無形固定資産   

のれん 1,857,389 －

その他無形固定資産 815,688 1,124,790

無形固定資産合計 2,673,077 1,124,790

投資その他の資産   

投資有価証券 2,752,800 2,709,743

長期貸付金 8,100 199,425

繰延税金資産 629,423 622,589

その他投資 427,406 439,555

貸倒引当金 △3,628 △4,825

投資その他の資産合計 3,814,102 3,966,487

固定資産合計 46,980,204 43,537,598

流動資産   

現金及び預金 3,038,194 3,159,935

受取手形及び売掛金 3,097,080 3,216,845

有価証券 349,925 300,304

貯蔵品 490,424 496,239

未成工事支出金 378,901 1,544,825

繰延税金資産 461,397 381,008

その他流動資産 892,630 542,967

貸倒引当金 △59,140 △17,509

流動資産合計 8,649,414 9,624,615

繰延資産   

開発費 1,821,750 1,296,197

繰延資産合計 1,821,750 1,296,197

資産合計 57,451,368 54,458,412
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（単位：千円）

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   

長期借入金 8,714,444 5,733,094

繰延税金負債 13,499 37,964

退職給付引当金 745,910 825,790

役員退職慰労引当金 466,296 649,903

ガスホルダー修繕引当金 777,418 887,972

その他固定負債 206,476 245,190

固定負債合計 10,924,045 8,379,915

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 1,555,600 1,358,400

支払手形及び買掛金 2,573,751 2,880,865

短期借入金 1,650,000 －

未払法人税等 206,772 301,165

その他流動負債 2,620,059 3,486,679

流動負債合計 8,606,183 8,027,110

負債合計 19,530,228 16,407,025

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,400,000 2,400,000

資本剰余金 21,043 21,043

利益剰余金 32,957,943 33,183,308

自己株式 △14,079 △13,460

株主資本合計 35,364,907 35,590,891

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 672,349 717,674

評価・換算差額等合計 672,349 717,674

少数株主持分 1,883,883 1,742,820

純資産合計 37,921,139 38,051,386

負債純資産合計 57,451,368 54,458,412
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（２）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) 

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 28,814,898 28,493,619

売上原価 18,332,949 16,725,647

売上総利益 10,481,948 11,767,971

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 9,328,336 9,703,083

一般管理費 2,011,652 2,025,322

供給販売費及び一般管理費合計 11,339,989 11,728,405

営業利益又は営業損失（△） △858,040 39,565

営業外収益   

受取利息 13,360 10,818

受取配当金 49,181 43,772

導管修理補償料 18,437 285,089

受取賃貸料 42,232 38,066

その他 89,690 87,079

営業外収益合計 212,902 464,826

営業外費用   

支払利息 64,961 75,914

その他 20,885 11,866

営業外費用合計 85,846 87,780

経常利益又は経常損失（△） △730,984 416,611

特別損失   

退職特別加算金 47,641 －

特別損失合計 47,641 －

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（△）

△778,625 416,611

法人税等 △272,799 156,400

少数株主利益 86,824 141,538

四半期純利益又は四半期純損失（△） △592,650 118,672
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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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