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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

平成21年３月期は連結で開示しているため、自己資本当期純利益率、総資産経常利益率、売上高営業利益率は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

平成21年３月期は連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フ
ロー、現金及び現金同等物期末残高は記載しておりません。 
 

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 9,498 1.0 241 △49.3 227 △50.2 187 ―

21年3月期 9,409 △4.4 477 75.3 456 84.0 △33 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 20.83 ― 3.0 1.8 2.5
21年3月期 △3.71 ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 12,419 6,281 50.6 698.18
21年3月期 12,624 6,135 48.6 681.93

（参考） 自己資本  22年3月期  6,281百万円 21年3月期  6,135百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 2,276 △2,095 △194 1,055
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

平成21年３月期は連結で開示しているため、配当性向、純資産配当率は記載しておりません。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 44 ― ―

22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 44 24.0 0.7

23年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 28.1

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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 
累計期間

4,300 1.3 △80 ― △90 ― △60 ― △6.67

通期 10,000 5.3 280 15.7 260 14.4 160 △14.6 17.78
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、18ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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 2,830株 21年3月期 2,785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．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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
２．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、連結から非連結の開示となりました。 
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当事業年度におけるわが国経済は、一昨年秋の金融危機以降、世界的に景気低迷が長期化する中、年
度後半には、政府の経済対策効果により一部に持ち直しの動きが見られたものの、設備投資の減少や雇
用・所得環境の悪化など回復力の乏しい状態で推移しました。また、個人消費や住宅投資も節約志向・
低価格志向が継続し、依然として厳しい状況が続いております。 
エネルギー業界では、景気低迷に伴う工業用エネルギー需要の大幅な落ち込みに加え、家庭用から工
業用のあらゆる分野で、エネルギー間の競合が一段と激しさを増し、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、ガス事業を取
巻く環境は大きく変わろうとしております。 
このような状況の中で当社は、平成14年に開始した、天然ガス（13Ａ）への熱量変更作業を平成21年
９月18日に無事故・無災害で完了し、ガスの普及拡大を図るため積極的な提案営業、保安の確保及び安
定供給に努めてまいりました。 
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。
この結果、当事業年度の売上高は、9,498,824千円（前期比１％増)、利益面におきましては、費用の
削減に努めましたが熱量変更の完了による久喜工場プラント設備の除却・撤去費の発生、減価償却費の
増加、ＬＰガス配送方法の変更に伴う一過性の作業費の発生などから、経常利益は、227,370千円（前
期比50.2％減)となり、当期純利益は、187,383千円（前期は損失33,369千円）となりました。なお、連
結対象会社がなくなったため、前期比較は個別決算数値を使用しております。 
部門別の業績は、次のとおりであります。 
  
都市ガス部門 
〔ガス〕 
当事業年度末におけるお客さま件数は、簡易ガス供給の２団地を都市ガスに転換したことなどによ
り、66,511件（前期比3,645件増）となりました。 
ガス販売量の家庭用は、期を通して気温が高めに推移したものの新規のお客さまの増加により25,625
千m3（前期比3.1％増）となりました。業務用（商業用・工業用・その他用）は、新規の大口お客さま
の獲得により24,484千m3（前期比23％増）、合計ガス販売量は、50,109千m3（前期比12％増）となり、
ガス売上高は、5,733,114千円（前期比8.7％増）となりました。 
また、天然ガスの原料価額の値上げに伴い、平成22年１月から平均3.23％のガス料金値上げを実施し
ております。 
  
〔工事・器具〕 
工事・器具は、高効率給湯器、ガス暖房機、安全機能付ガスコンロ等の拡販に積極的な営業活動を展
開してまいりましたが、景気低迷の影響による住宅着工件数の減少などから工事・器具の売上高は、
1,787,602千円（前期比7.9％減）となりました。 
この結果、都市ガス部門全体の売上高は、7,520,716千円（前期比4.3％増）となりました。 
  
ＬＰガス部門 
〔ＬＰガス〕 
ＬＰガスの当事業年度末におけるお客さま件数は、簡易ガス供給の２団地を都市ガスに転換したこと
により、16,538件（前期比1,229件減）となりました。ガス販売量は、積極的な新規開拓により家庭用
の販売量は伸びたものの、大口のお客さまが都市ガスへ転換したことなどにより業務用の販売量が減少
したため、9,322t（前期比7.9％減）となりました。 
ＬＰガスの売上高は、1,508,315千円（前期比12.5％減）となりました。 
  
〔工事・器具〕 
工事・器具は、都市ガス部門同様高効率給湯器、ガス暖房機、安全機能付ガスコンロ等の拡販に積極
的な営業活動を展開してまいりましたが、景気低迷の影響により工事・器具の売上高は前期並みの、
469,791千円（前期比0.4％減）となりました。 
この結果、ＬＰガス部門全体の売上高は、1,978,107千円（前期比9.9％減）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

新日本瓦斯㈱　(9542)　平成22年３月期決算短信(非連結)

3



部門別売上高 

 
  

(注) １ 記載の文章中、前期との比較については個別決算数値で比較しております。 

２ 都市ガスのガス販売量は、１㎥当たり43.1メガジュール換算で表示しております。また、ＬＰガスのガス販

売量は１㎏当たり50.2326メガジュール換算で表示しております。 

３ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

（次期の見通し） 

都市ガスの販売量は、家庭用及び業務用ともに、新規開拓を積極的に推進し、当事業年度に比べ
1.8％増の51,000千㎥、ＬＰガス販売量は1.9％増の9,500ｔの見通しです。 
なお当社の業績は、季節的変動が著しいガス事業のウエイトが高いため、需要期にあたる下期に売上
及び利益が偏る傾向にあるため、第２四半期累計期間は営業利益、経常利益、当期純利益とも赤字とな
る見込みです。 

 
  

区   分

第44期 
平成21年３月期

第45期
平成22年３月期

増 減

金  額 構 成 比 金  額 構 成 比 金  額 増 減 率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

都市ガス部門 7,213,390 76.7 7,520,716 79.2 307,326 4.3

ガス 5,273,012 56.1 5,733,114 60.4 460,101 8.7

工事・器具他 1,940,377 20.6 1,787,602 18.8 △152,775 △ 7.9

ＬＰガス部門 2,195,741 23.3 1,978,107 20.8 △217,634 △ 9.9

ＬＰガス 1,724,232 18.3 1,508,315 15.9 △215,916 △12.5

工事・器具他 471,509 5.0 469,791 4.9 △1,717 △ 0.4

合     計 9,409,132 100 9,498,824 100 89,691 1.0

項     目
第46期(見通し)
平成23年3月期

第45期(実績)
平成22年3月期

増  減
増減率
(％)

 都市ガス販売量(千㎥) 51,000 50,109 890 1.8

 ＬＰガス販売量(t) 9,500 9,322 177 1.9

 売上高(千円) 10,000,000 9,498,824 501,175 5.3

 営業利益(千円) 280,000 241,918 38,081 15.7

 経常利益(千円) 260,000 227,370 32,629 14.4

 当期純利益(千円) 160,000 187,383 △27,383 △14.6
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①資産、負債、純資産の状況 
総資産は、前事業年度末に比べて、205,702千円減少し12,419,172千円(前期比1.6％減)となりまし
た。これは主に、開発費の計上が熱量変更完了に伴い減少したものによるものであります。 
負債合計は、前事業年度末に比べて、351,878千円減少し6,137,570千円(前期比5.4％減)となりまし
た。これは主に、長期借入金の減少及び関係会社支払手形の減少によるものであります。 
純資産合計は、前事業年度末に比べて、146,176千円増加し、6,281,602千円(前期比2.4％増)となり
ました。これは主に、当期純利益の計上によるものであります。 

(注) 上記記載の文章中、前期との比較については個別決算数値で比較しております。 
  
①キャッシュ・フローの状況 
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます)は、1,055,761千円となりまし
た。 
営業活動により得られた資金は、2,276,254千円となりました。この主な収入要因は減価償却費
1,265,599千円、繰延資産償却額455,051千円、税引前当期純利益291,708千円であります。 
投資活動により使用した資金は、2,095,762千円となりました。これは主にガス供給設備をはじめと
する有形固定資産の取得による支出1,723,533千円、熱量変更作業に伴う繰延資産の取得による支出
273,375千円であります。 
財務活動により使用した資金は、194,661千円となりました。これは主に長期借入れによる収入
980,000千円、長期借入金の返済による支出1,127,460千円であります。 
  

(注) 平成21年３月期は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前期に関する記載はしておりませ

ん。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  

(注1) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注2) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注3) 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

(注4) 平成18年３月期～平成21年３月期は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、キャッシュ・ 

 フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

  

利益配分については、安定配当の継続を基本方針として、長期的かつ安定的な事業展開に必要な内部
留保の充実に努めてまいります。 
このため安定配当を行う観点から、当期の配当金は中間配当２円50銭に期末配当２円50銭を加えた年
間５円となる予定です。次期の配当は中間、期末ともに２円50銭を予定しています。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 47.7 48.0 48.1 48.6 50.6

時価ベースの自己資本比率 45.3 35.3 27.7 22.4 21.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ ─ ─ ─ 1.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ ─ ─ ─ 63.2

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

新日本瓦斯㈱　(9542)　平成22年３月期決算短信(非連結)

5



当社はガス事業を営んでおり、平成21年10月１日付で当社の連結子会社であった株式会社ユピア新日
本を吸収合併いたしましたが、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 
当社と当社の親会社である日本瓦斯株式会社及び親会社の子会社である日本瓦斯工事株式会社並びに
日本瓦斯運輸整備株式会社とは、継続的で緊密な事業上の関係があります。 
当社と親会社及び親会社の子会社２社の事業系統図は次のとおりであります。 
  

 

  

2. 企業集団の状況
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当社は、主体であるガスの保安と安定供給を経営の基本として、「時代のニーズに即した事
業活動を通じて地域社会の発展に貢献する」ことを企業理念としております。技術力・情報力を活かし
た企業活動により、付加価値の高いサービスを提供して顧客の期待に応えることを行動指針として活動
しています。 
また、ＬＰガス部門が売上構成比で50％を占めるまでに成長させることを経営目標の一つに置いてお
ります。 
  

当社は、具体的数値目標は掲げておりませんが、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）、株主資本当期純
利益率（ＲＯＥ）を重視した経営を行っております。 
  

当社の主体であるガス事業を取巻く経営環境は、ガス、電気の小売自由化拡大により、ますますエネ
ルギー間競争が厳しさを増しており、特に家庭用分野におけるオール電化攻勢が顕著になるなどの競争
が激化する中、当社の存在価値を高めていくため、次の６項目に重点を置いた経営を推進してまいりま
す。 
① 当社の事業基盤の増強及び企業体質の強化並びに資産の効率化を図り、財務体質の強化に努めま
す。 

② 多様化する顧客ニーズに迅速かつ的確に対応し、付加価値の高いサービスを提供することに
より、顧客満足度の向上に努めます。 

③ 当社が有する経営資源の適正配分により、経営の効率化に努め、業績拡大を図ります。 
④ 組織の見直し、業務の更なる効率化を推進して経営のスピード化及び経営効率の向上に努め、収益
の増強を図ります。 

⑤ 厳しさを増すエネルギー間競争に打ち勝つため、人材育成の強化と技術力の向上に努めます。 
⑥ 環境に配慮した企業経営を推進し、当社の存在価値を高めてまいります。 
  

当社の主体であるガス事業を取巻く経営環境は、円高やデフレが進行し、先行き不透明感を強め、個
人消費の低迷、雇用情勢の改善が見られないなど依然として厳しい状態で推移するものと予想されま
す。 
こうしたなかにあって、環境問題や省エネルギーに対する社会的な要請の高まりを背景に、低炭素社
会を担う主要エネルギーである天然ガス、ＬＰガスで省エネ・省CO2を提案してまいります。 
また、徹底した合理化の追求、効率的な設備投資、人員の適正配置、経費の節減等に努め、経営基盤
の強化を図るとともに、多様化する顧客ニーズに迅速かつ的確に対応するサービス体制を充実させて、
お客さまに信頼され、選択していただけるガス会社を目指し、ガスの普及拡大と保安の強化・安定供給
に取組んでまいります。 
  

該当事項はありません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22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 7,273,867

業務設備 678,132 696,503

附帯事業設備 734,830 443,353

建設仮勘定 303,487 95,535

有形固定資産合計 8,477,081 8,509,259

無形固定資産

のれん 229,111 179,985

その他無形固定資産 22,121 26,764

無形固定資産合計 251,232 206,749

投資その他の資産

投資有価証券 71,895 76,445

関係会社投資 20,000 －

社内長期貸付金 61,321 53,745

出資金 12,468 12,468

長期前払費用 169,137 189,547

繰延税金資産 291,172 197,299

その他投資 102,682 134,028

投資その他の資産合計 728,678 663,535

固定資産合計 9,456,992 9,379,544

流動資産

現金及び預金 1,060,579 1,055,761

受取手形 73,946 139,872

売掛金 412,081 454,686

関係会社売掛金 309 38

未収入金 149,605 91,546

製品 88,392 105,181

原料 3,594 －

貯蔵品 99,321 73,843

前払金 1,302 848

前払費用 9,152 9,066

繰延税金資産 50,116 61,150

その他流動資産 13,609 15,044

附帯事業売掛金 137,905 207,537

附帯事業流動資産 83,258 43,608

貸倒引当金 △20,116 △41,703

流動資産合計 2,163,060 2,216,483

繰延資産

開発費 1,004,821 823,145

繰延資産合計 1,004,821 823,145

資産合計 12,624,874 12,419,172
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 2,382,555 2,237,335

退職給付引当金 242,492 245,544

役員退職慰労引当金 175,933 201,134

ガスホルダー修繕引当金 42,588 54,648

その他固定負債 101,741 142,151

固定負債合計 2,945,311 2,880,814

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,057,160 1,059,082

支払手形 238,301 164,700

買掛金 219,108 321,713

未払金 231,093 151,600

未払費用 49,125 51,768

未払法人税等 28,279 26,762

前受金 3,703 2,459

預り金 13,516 13,542

関係会社支払手形 990,893 712,522

関係会社買掛金 71,339 106,249

関係会社未払金 378,771 338,665

賞与引当金 82,762 87,934

その他流動負債 － 1,474

附帯事業流動負債 180,080 218,282

流動負債合計 3,544,137 3,256,756

負債合計 6,489,448 6,137,570

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金

資本準備金 72,548 72,548

資本剰余金合計 72,548 72,548

利益剰余金

利益準備金 93,284 93,284

その他利益剰余金

別途積立金 3,299,500 3,299,500

繰越利益剰余金 2,145,146 2,287,543

利益剰余金合計 5,537,930 5,680,327

自己株式 △1,171 △1,183

株主資本合計 6,109,306 6,251,692

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26,119 29,910

評価・換算差額等合計 26,119 29,910

純資産合計 6,135,426 6,281,602

負債純資産合計 12,624,874 12,419,172
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

製品売上

ガス売上 5,273,012 5,733,114

売上原価

期首たな卸高 105,185 88,392

当期製品製造原価 345,584 66,964

当期製品仕入高 1,507,223 1,960,163

当期製品自家使用高 11,202 5,387

期末たな卸高 88,392 105,181

売上原価合計 1,858,398 2,004,951

売上総利益 3,414,613 3,728,162

供給販売費 2,789,626 3,176,572

一般管理費 455,512 452,760

供給販売費及び一般管理費合計 3,245,139 3,629,332

事業利益 169,474 98,829

営業雑収益

受注工事収益 363,252 268,517

器具販売収益 1,577,125 1,463,850

その他営業雑収益 － 55,235

営業雑収益合計 1,940,377 1,787,602

営業雑費用

受注工事費用 356,131 267,495

器具販売費用 1,384,086 1,273,294

営業雑費用合計 1,740,218 1,540,790

附帯事業収益 2,195,741 1,978,107

附帯事業費用 2,088,213 2,081,831

営業利益 477,162 241,918

営業外収益

受取利息 1,059 732

受取配当金 1,469 1,343

保険配当金 3,346 3,402

保険返戻金 － 1,664

受取補償金 2,021 1,907

固定資産税還付金 2,827 －

のれん売却益 － 2,666

雑収入 7,704 10,176

営業外収益合計 18,428 21,893

営業外費用

支払利息 38,712 36,441

営業外費用合計 38,712 36,441

経常利益 456,878 227,370
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 － 1,680

ＬＰガス容器売却益 － 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

固定資産売却損 548 －

投資有価証券評価損 9,067 －

関係会社整理損 645,964 －

退職給付費用 － 12,690

ゴルフ会員権評価損 － 3,139

特別損失合計 655,579 15,829

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △198,701 291,708

法人税等 － 2,898

法人税等調整額 △165,332 101,426

法人税等合計 △165,332 104,325

当期純利益又は当期純損失（△） △33,369 187,383
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 500,000 500,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 72,548 72,548

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 72,548 72,548

資本剰余金合計

前期末残高 72,548 72,548

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 72,548 72,548

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 93,284 93,284

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 93,284 93,284

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 3,199,500 3,299,500

当期変動額

別途積立金の積立 100,000 －

当期変動額合計 100,000 －

当期末残高 3,299,500 3,299,500

繰越利益剰余金

前期末残高 2,323,502 2,145,146

当期変動額

剰余金の配当 △44,986 △44,986

別途積立金の積立 △100,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） △33,369 187,383

当期変動額合計 △178,355 142,396

当期末残高 2,145,146 2,287,543

利益剰余金合計

前期末残高 5,616,286 5,537,930

当期変動額

剰余金の配当 △44,986 △44,986

別途積立金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △33,369 187,383

当期変動額合計 △78,355 142,396

当期末残高 5,537,930 5,680,327
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △1,134 △1,171

当期変動額

自己株式の取得 △37 △11

当期変動額合計 △37 △11

当期末残高 △1,171 △1,183

株主資本合計

前期末残高 6,187,700 6,109,306

当期変動額

剰余金の配当 △44,986 △44,986

当期純利益又は当期純損失（△） △33,369 187,383

自己株式の取得 △37 △11

当期変動額合計 △78,393 142,385

当期末残高 6,109,306 6,251,692

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 44,098 26,119

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,979 3,791

当期変動額合計 △17,979 3,791

当期末残高 26,119 29,910

評価・換算差額等合計

前期末残高 44,098 26,119

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,979 3,791

当期変動額合計 △17,979 3,791

当期末残高 26,119 29,910

純資産合計

前期末残高 6,231,799 6,135,426

当期変動額

剰余金の配当 △44,986 △44,986

当期純利益又は当期純損失（△） △33,369 187,383

自己株式の取得 △37 △11

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,979 3,791

当期変動額合計 △96,373 146,176

当期末残高 6,135,426 6,281,602
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 291,708

減価償却費 1,265,599

のれん償却額 49,125

長期前払費用償却額 59,690

繰延資産償却額 455,051

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,586

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,171

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,795

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25,200

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 12,060

受取利息及び受取配当金 △2,075

支払利息 36,441

固定資産売却損益（△は益） △1,680

ＬＰガス容器売却損益（△は益） △71,587

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △6,900

有形固定資産除却損 57,027

ゴルフ会員権評価損 3,139

売上債権の増減額（△は増加） △163,267

たな卸資産の増減額（△は増加） 55,041

仕入債務の増減額（△は減少） 72,963

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,463

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減
少）

32,178

その他 105,928

小計 2,313,071

利息及び配当金の受取額 2,075

利息の支払額 △35,994

法人税等の支払額 △2,898

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,276,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △481

投資有価証券の売却による収入 1,868

有形固定資産の取得による支出 △1,723,533

有形固定資産の売却による収入 1,680

工事負担金等受入による収入 28,198

無形固定資産の取得による支出 △11,582

長期前払費用の取得による支出 △80,100

繰延資産の取得による支出 △273,375

その他 △38,437

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,095,762
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(単位：千円)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000

短期借入金の返済による支出 △100,000

長期借入れによる収入 980,000

長期借入金の返済による支出 △1,127,460

自己株式の取得による支出 △11

配当金の支払額 △44,973

リース債務の返済による支出 △2,215

財務活動によるキャッシュ・フロー △194,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,169

現金及び現金同等物の期首残高 1,060,579

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 9,351

現金及び現金同等物の期末残高 1,055,761
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該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
  

共通支配下の取引等 
当社は、平成21年10月１日付で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。 

 １ 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の 
  目的を含む取引の概要 
(１) 結合当事企業の名称及び事業の内容 
① 結合企業 
名称 新日本瓦斯株式会社 
事業の内容 ガスの製造・供給・販売、ガス機器の販売、ガス配管工事の設計・施工 
② 被結合企業 
名称 株式会社ユピア新日本 
事業の内容 住宅リフォーム工事の設計・施工、損害保険の代理店 
(２) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 
当社を存続会社、株式会社ユピア新日本を消滅会社とする吸収合併であり、結合後の名称は新日本瓦
斯株式会社となっております。なお、合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。 
(３) 取引の目的を含む取引の概要 
株式会社ユピア新日本は、住宅リフォーム事業を主体とした事業を行っておりますが、この度、当社
グループの事業の整理統合を行い、経営の効率化を図ることで、更なる地域サービスの強化を目的とし
ております。 

  

 ２ 実施した会計処理の概要 
(１) 合併により引継いだ資産・負債の額 
 資産合計 44,922千円 
 負債合計 18,022千円 

  
(２) 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）及び「企業結 
   合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号  
   平成19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 
   これにより、合併効力発生日における株式会社ユピア新日本の純資産と当社が所有する同 
   社の株式（抱合せ株式）の帳簿価額との差額6,900千円を特別利益の「抱合せ株式消滅差益 
   」として計上いたしました。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【財務諸表に関する注記事項】

(企業結合等関係)
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以下の注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省
略しております。 
・貸借対照表関係 
・損益計算書関係 
・株主資本等変動計算書関係 
・キャッシュ・フロー計算書関係 
・リース取引関係 
・金融商品関係 
・有価証券関係 
・デリバティブ取引関係 
・関連当事者情報 
・税効果会計関係 
・退職給付関係 
・賃貸等不動産 
なお、当該注記事項に関しては、平成22年６月24日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますの
で、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子システム』（ＥＤＩＮＥＴ）
でご覧ください。 
  

当社は関連会社を有していないため、記載しておりません。 
  

当社はストック・オプションを付与していないため、記載しておりません。 

  

(開示の省略)

(持分法投資損益等)

(ストック・オプション等関係)
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前事業年度は連結財務諸表を作成しており、個別財務諸表に関する注記事項(１株当たり情報)について
は必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しておりましたので記載しておりません。 

 
(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
   ２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 698円18銭

１株当たり当期純利益 20円83銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
当事業年度末
平成22年３月31日

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 6,281,602

普通株式に係る純資産額(千円) 6,281,602

普通株式の発行済株式数(千株) 9,000

普通株式の自己株式数(千株) 2

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(千株)

8,997

項目
当事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純利益 (千円) 187,383

普通株式に係る当期純利益 (千円) 187,383

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,997

(重要な後発事象)
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