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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 101,539 △8.7 7,147 45.5 6,538 48.8 2,547 67.8
21年3月期 111,276 5.9 4,910 60.5 4,393 69.7 1,518 602.6

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 58.75 ― 10.6 5.7 7.0
21年3月期 34.05 ― 5.8 3.7 4.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  6百万円 21年3月期  14百万円

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 114,602 32,857 18.8 547.23
21年3月期 116,029 37,393 23.0 598.77

（参考） 自己資本   22年3月期  21,553百万円 21年3月期  26,693百万円

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 16,201 △9,099 △6,502 10,614
21年3月期 16,357 △9,497 △5,952 9,978

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― 5.50 ― 7.50 13.00 581 38.2 2.2
22年3月期 ― 6.50 ― 6.50 13.00 548 22.1 2.3

23年3月期 
（予想）

― 6.50 ― 6.50 13.00 19.7

3.  23年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

49,000 8.1 1,400 △57.7 1,100 △64.1 400 △67.1 10.16

通期 111,000 9.3 7,200 0.7 6,600 0.9 2,600 2.1 66.01
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔(注) 詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30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 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 44,961,525株 21年3月期 44,961,525株

② 期末自己株式数 22年3月期  5,575,252株 21年3月期  381,712株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 66,400 △8.8 4,141 35.9 3,889 33.3 2,103 41.5
21年3月期 72,812 △0.2 3,047 54.5 2,919 56.1 1,486 191.2

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
円 銭 円 銭

22年3月期 48.32 ―

21年3月期 33.22 ―

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 69,888 17,552 25.1 443.70
21年3月期 69,654 23,143 33.2 517.15

（参考） 自己資本 22年3月期  17,552百万円 21年3月期  23,143百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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）

※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。 

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

32,600 13.2 1,300 △40.7 1,200 △44.2 600 △47.0 15.17

通期 72,000 8.4 4,300 3.8 4,000 2.8 2,200 4.6 55.61
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当連結会計年度のわが国経済は、アジアの新興国に向けた輸出の回復や政府の経済対策などによ

り、一部に持ち直しがみられたものの、依然として雇用情勢は厳しく、個人消費や設備投資の低迷が

続くなど、景気の先行きに不透明感を残す状況で推移いたしました。 

 ガス業界におきましては、景気低迷の影響により産業用需要が減退するなど、事業法人向けを中心

に厳しい環境となりました。 

 また、ガス事業者にとって、エネルギー高度利用や環境への取り組みは社会貢献の絶対条件とな

り、かつ、保安の確保と安定供給を前提とした一層の顧客サービスの向上が求められ、競争はさらに

激化しております。 

 このような経営環境下にあって、当社グループは、ライフラインを担う企業として幅広いお客様の

ご支持を受ける事が も重要との認識のもと、民生用を中心としたガス事業に経営資源を集中投下

し、直売分野での競争の優位性を確保すべく顧客基盤の拡充に総力を挙げてまいりました。  

  その結果、当連結会計年度の業績は次のようになりました。 

売上高 

当社グループ全体のお客様数が前期と比べ42千戸増の892千戸（前期比4.9％増）となり民生用需要が

伸びましたため、ガス販売量は16,870t増の584,634t（前期比3.0％増）となりましたが、上期にお客様

への値下げを実施した結果、売上高は前期と比べ97億3千6百万円減収の1,015億3千9百万円（前期比

8.7％減）となりました。 

営業利益・経常利益 

当社グループの主軸であるガス事業の原料価格が、需要期に上昇傾向となりましたが、上期は前年に

比べ安定的に推移したことに加え、携帯配送システムの開発による物流コスト削減等の経営効率化が奏

功し、営業利益は前期と比べ22億3千6百万円増益の71億4千7百万円（前期比45.5％増）、経常利益は前

期と比べ21億4千5百万円増益の65億3千8百万円（前期比48.8％増）とそれぞれ過去 高益となりまし

た。 

当期純利益 

特別損失として、設備の売却、除却損3億7千5百万円、退職給付制度移行に伴う退職給付費用1億8千4

百万円などを計上いたしましたが、当期純利益は前期と比べ10億2千9百万円増益の25億4千7百万円（前

期比67.8％増）となりました。 

当連結会計年度の事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

[ガス事業] 

主要原料でありますガスの輸入価格は第３四半期後半、第４四半期の需要期にかけての上昇や産業用

需要の回復遅れ等により厳しい状況で推移いたしましたが、グループ総力をあげての積極的な営業活動

の展開により顧客数が増加した販売構成の主軸であります家庭用需要は順調に推移いたしました。ま

た、高効率機器の販売やＬＰＧ車普及のための簡易オートスタンド「エコスタ」の設置にも積極的に取

り組んでまいりました。その他、保安面におきましては埋設導管の耐震化に積極的な投資を行い、また

インフラの構築とシステムを利用した物流により更なる合理化を図ってまいりました。   

  当事業の売上高につきましては、上期に実施した値下げ等により971億7百万円と前期と比べ84億2千6

百万円（前期比8.0％減）の減収となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 [エアゾール・燃料充填事業] 

当事業の主力製品であるカセットこんろ用ガスボンベは、大口受託先の受注減等により、売上高は30

億3千万円(前期比24.6％減)となりました。 

 エアゾール製品につきましては、リーマンショック後の自動車関連をはじめとする国内需要の回復が

足元ではみられるものの、実需の遅れが大きく影響し、売上高は14億円（前期比18.7％減）となりまし

た。 

 その結果、当事業の売上高は44億3千1百万円となり、前期と比べ13億9百万円(前期比22.8%減)減収と

なりました。  
  

事業のセグメント別の販売実績 

 
（注）当連結会計年度より、「その他の事業」は当該区分に属する売上高及び営業利益金額又は営業損失金額の 

すべてが少額であるため「ガス事業」に含めて表示しております。 

１) ガス事業の販売実績 

   

２) エアゾール・燃料充填事業の販売実績 

   

（次期の見通し） 

平成22年度については、当社グループは引続き、顧客基盤の拡充によるガス販売高の伸張及びガス機

器の普及・拡大に注力し、平成21年度に対し売上高は9.3％増の1,110億円になる見通しです。 

比較的価格が安定的で中近東に依存しない天然ガスに切り替えるための熱量変更に伴う償却費や顧客

基盤の拡充に伴う経費等が増加しますが、お客様数の増加等により、営業利益は0.7％増の72億円、経

常利益は0.9％増の66億円、当期純利益は2.1％増の26億円となる見通しです。 

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

(20.4.1～21.3.31)
当連結会計年度 

(21.4.1～22.3.31)

ガス事業(百万円) 105,356 97,107

エアゾール・燃料充填事業(百万円) 5,741 4,431

その他の事業(百万円) 177 －

合計(百万円) 111,276 101,539

区分
前連結会計年度

(20.4.1～21.3.31)
当連結会計年度 

(21.4.1～22.3.31)

ガス販売量(t) 567,764 584,634

ガス(百万円) 83,994 77,420

機器(百万円) 13,419 13,513

受注工事(百万円) 5,902 4,512

その他(百万円) 2,040 1,661

合計(百万円) 105,356 97,107

区分
前連結会計年度

(20.4.1～21.3.31)
当連結会計年度 

(21.4.1～22.3.31)

ライター用・カセットコンロ用 
ガスボンベ等(百万円)

4,018 3,030

エアゾール製品等(百万円) 1,722 1,400

合計(百万円) 5,741 4,431
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当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ14億2千7百万円（1.2％減）減少し、1,146億2

百万円となりました。 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ2千7百万円（0.1％減）減少し、275億7千6百万円となりまし

た。主な要因は、ガス仕入価格の上昇に伴いたな卸資産は増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が

減少したことによるものです。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べ5億5千7百万円（0.6％減）減少し、854億1千7百万円となりま

した。主な要因は、ガス供給設備等の取得により有形固定資産は増加いたしましたが、のれんの償却に

より無形固定資産が減少したことによるものです。 

  当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ31億8百万円（4.0％増）増加し、817億4

千4百万円となりました。主な要因は、ガス仕入価格の上昇により支払手形及び買掛金が増加したほ

か、TOBによる自己株式の買付け資金として短期借入金の調達を行ったことによるものです。 

  当連結会計年度末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ、45億3千5百万円（12.1％減）減少

し、328億5千7百万円となりました。主な要因は、当期純利益の計上による利益剰余金の増加を、自己

株式の増加が上回ったことによるものです。 

  この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の23.0％から18.8％となり4.2ポイント低下いたしま

した。 

  １株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ51円54銭減少し547円23銭となりました。 

  当社は経営に必要な流動性の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ、6億3千6百万円増加し、当連結会計年度末残高は106億1千4百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ、1億5千5百万円収入が減少し、162億1百万

円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度に比べ増加いたしましたが、

たな卸資産と法人税等の支払額が増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ、3億9千8百万円支出が減少し、90億9千9百

万円となりました。主な要因は、のれんの取得による支出が減少したこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ、5億5千万円支出が増加し、65億2百万円と

なりました。これは主に、借入金の純増額と自己株式の増加額を反映したものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産

② キャッシュ・フローの概況
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(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/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 
  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表上に計上されている

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おります。 

  

利益配分につきましては、安定配当の継続を基本方針として、配当性向の向上に努めてまいります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当期の配当につきましては、1株当たり１

３円(うち中間配当６円５０銭)の配当を実施する予定であります。また、次期の配当につきましては、

継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり１３円（うち中間配当６円５０銭）としたいと考えて

おります。内部留保資金の使途につきましては、ＬＰガス及び都市ガスの供給体制の安定・合理化を図

るための設備投資や、大規模地震発生時などの有事に、ライフラインの安定的保全維持という社会的責

任を担保する内部留保の充実を図るとともに、顧客基盤拡充に向けた積極投資を充実させ、将来に向け

た株主価値の向上に努めてまいります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めてお

ります。 
  

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが

あります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

当社グループの基幹事業であるガス事業の収益性は、主として次の要因により左右されます。 

①気温・水温の変動によるガス需要への影響 

当社グループの売上高の大半を占めている「ガス事業」の性質上、気温・水温の変動がガス需要に影

響を及ぼす可能性があります。但し、当社グループは積極的な顧客基盤の拡充政策や、ＧＨＰを代表と

する空調機器や小型コージェネ機器（エコウィル）、床暖房などの拡販により、これらの影響を 小限

にするよう努力をしております。 

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 23.9 23.4 21.7 23.0 18.8

時価ベースの自己資本比率 41.1 42.6 38.5 52.7 47.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

5.5 5.1 6.2 3.4 3.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

13.5 14.5 11.6 17.9 19.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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②自然災害のリスク 

当社グループは、地中に埋設された導管網により多くのお客様にガスを供給しております。地震など

大規模自然災害が発生した場合に備え、耐震性にすぐれたポリエチレン管による施工を開発当初より積

極的に導入してまいりました。更に阪神・淡路大震災の復旧支援時での教訓や新潟中越地震、釧路沖地

震、新潟中越沖地震でポリエチレン管への被害事例が見当たらなかった実績により、すべての白ガス管

からの入替を地震対策の 大のテーマと定め、入替促進による普及率の向上に邁進しております。ま

た、地震対策マニュアルの作成、毎年実施しております防災訓練により社員の防災意識の高揚やグルー

プ各社間の広域支援体制等の確立などを図り、災害による影響を 小限にとどめるよう対策を講じてお

ります。 

③ガス原料価格と為替相場の予想以上の大幅な変動 

ＬＰガス原料は中近東からの輸入に依存し、政情悪化で原料が高騰したり、為替レートが円安にふれ

た場合に業績に悪影響を及ぼす可能性があります。都市ガス及び簡易ガスの原料価格・為替相場変動に

よる影響については、原料費調整制度の適用によりガス販売価格に反映して転嫁することが可能です

が、上限バンドによる制約や反映までのタイムラグにより決算期を越えて影響が発生する可能性があり

ます。これらに対処するため、当社グループの都市ガス子会社４社は、供給ガスを比較的価格が安定的

で中近東に依存しない天然ガスに切替済であります。また、簡易ガス団地に導管により天然ガスを受け

入れ、一般ガス事業として千葉県我孫子地区、成田地区、埼玉県蓮田地区および神奈川県川崎地区、相

模原地区で切替済で、栃木県真岡地区で切替を実施中であります。 

④一般ガス事業の規制緩和のリスク 

ガス事業法が平成１９年４月１日に改正され、一般ガス事業者の供給区域内において年間使用量が１

０万ｍ3を超える大口のお客様は、自由に購入先のガス事業者を選択できることとなり、他の事業者と

の競合が今まで以上に激しくなって参ります。そのため当社グループでは、多様化する顧客ニーズに迅

速かつ的確に対応するため、総合エネルギーソリューションの構築など様々な事業戦略を図っておりま

す。 

⑤個人情報の管理について 

当社グループが事業を行うために取得・管理しているお客さまの個人情報については適正な保護を重

大な責務と認識しております。個人情報保護法その他の関係法令の遵守は従業員及び保安、配送等業務

委託先も含め徹底した教育をし、情報管理には万全を期しております。しかし、万が一、外部へ情報漏

洩などの事態が発生した場合には、当社グループの信用の失墜や損害賠償責任等の生じる可能性があり

ます。 

⑥お客様対応リスク 

お客様に対し不適切な対応が発生した場合には、社会的な責任や企業競争力の低下などの損害が発生

する場合があります。当社ではお客様相談窓口を設置し、その対応のスピードとお客様の満足内容につ

いて全てチェックし、毎月の幹部社員の会議でもさらに確認し、更なるCS（顧客満足）の向上をめざし

ています。 
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   近の有価証券報告書（平成21年6月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関 

  係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

平成20年3月期中間決算短信（平成19年10月31日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため開示を省略します。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

我が国の経済は、新興国の経済発展による輸出の回復や政府の財政出動により持ち直しつつあります

が、先行きは予断を許さない状況です。エネルギー業界におきましては、今までの石油中心のビジネス

から新しい代替エネルギーの時代に入ってきており、業界各社ともビジネスモデルの抜本的な変更を迫

られ、エネルギー間の垣根を越えた競争は激しさを増してきております。ガス業界としても、従来の考

え方にとらわれず、これを一つの大きなチャンスととらえ改革に取り組み、都市ガスやＬＰＧなどの壁

を越えて高コスト要因を払拭し生き残っていかなければなりません。当社グループは、このような環境

変化を乗り越え、お客様によりよいサービスを提供していくため、以下のような課題に取り組んでまい

ります。 

[ガス事業] 

 第一に、積極投資により物流の抜本的な改革を行います。 

 ガス事業においては、将来的に、大型の導管投資に依存しない分散型供給の一層の展開が予想されま

す。その中で、エネルギー間競争に勝利していくためには、物流の抜本改革による販売原価低減が大き

な課題です。そのために、今上期に、千葉と埼玉に充填工場を建設しオープンいたします。一次基地に

近い千葉工場をハブ基地とし、工場を24時間365日稼働とするとともに、首都圏各デポ基地にガスボン

ベ等の配送を行うことにより、物流コストの大幅削減を実現します。また、同時に携帯電話を使用した

配送システムの変革やグループの配送会社等の機能見直しにより配送業務全体の一層の効率化を図り、

物流の抜本的な改革につなげます。 

 第二に、地域分権と人材育成によりお客様のニーズにお応えします。 

 事業の基礎はお客様から支持されることが大前提なのは言うまでもありません。当社グループはお客

様へのスピーディーな対応のため、各社、各拠点において、その地域の特性に応じて営業展開を進めて

まいりました。また、お客様へのサービスを担う人材育成のため、現場でのＯＪＴはもとより、各種資

格制度取得のための支援体制強化や人事評価システムの改革を行い、頑張る人が報われる制度の構築に

努めております。地域のニーズへの迅速な対応と社員のレベルアップにより、お客様へのサポートをし

っかり行ってまいります。  

2. 企業集団の状況

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

  （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

(4) 会社の対処すべき課題
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 第三に、環境面で貢献してまいります。 

 当社グループはこれまでエコジョーズ等の省エネ機器の拡販に努めてまいりましたが、昨年より家庭

用燃料電池「エネファーム」の販売も開始いたしました。また、環境にやさしいＬＰＧ車普及促進のた

め、低コスト、省スペースのセルフガススタンド「エコスタ」を開発し、設置先は徐々に広がりをみせ

現在6都県に21基が設置されています。今後も石油等に比べ環境負荷が少ないガス体エネルギーの利用

促進をはかり、環境面で貢献してまいります。 

 後に、保安の確保には万全を期します。 

 もとより、当社グループの も大切な商品は安全であります。安全はガス事業の前提条件であり、競

争が激しくなればなるほど管理が徹底されるはずのものです。保安は、単に保安検査だけではなく、配

送、検針、集金、工事、営業の全ての業務に複雑にリンクしており、業務全体を通して保安を確保する

ことが重要で、そのための人材育成に注力しております。そして、将来の分散型供給の展開にも対応で

きるよう、ガス主任技術者等多くの有資格者を確保しております。また、携帯電話を使用した保安点検

システムを開発し、保安業務の効率化と震災時等におけるスピーディーな保安確保を可能としておりま

す。 

 当社グループは、このような質の高い保安の確保をはかり、「限りある資源を安全に安定的により廉

価に」という目的に向けて邁進してまいります。 

[エアゾール・燃料充填事業] 

  当事業の今後の課題として、生産工場のライン集約化を含むローコストオペレーション化を進め、価

格競争力を高めながら主力製品であるカセットこんろ用ガスボンベやエアゾールの自社ブランド品の拡

販に注力し、事業基盤の再構築を図ってまいります。 

 今後も、中期計画の顧客数100万軒、ガス販売量100万トンをめざし、快適な暮らしの提案と環境にや

さしい地域社会の創造に向け、当社グループの総力を結集してまいります。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,994 10,628

受取手形及び売掛金 12,618 11,426

商品及び製品 3,491 4,321

仕掛品 100 15

原材料及び貯蔵品 101 86

繰延税金資産 998 880

その他 449 372

貸倒引当金 △151 △156

流動資産合計 27,603 27,576

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,419 15,648

減価償却累計額 △8,948 △9,380

建物及び構築物（純額） 6,470 6,267

機械装置及び運搬具 154,574 160,295

減価償却累計額 △113,647 △119,781

機械装置及び運搬具（純額） 40,927 40,513

工具、器具及び備品 2,644 2,701

減価償却累計額 △2,102 △2,256

工具、器具及び備品（純額） 542 444

土地 18,653 19,176

リース資産 54 345

減価償却累計額 △5 △40

リース資産（純額） 48 304

建設仮勘定 1,217 1,370

有形固定資産合計 ※1 67,859 ※1 68,077

無形固定資産

のれん 8,357 7,550

リース資産 6 15

その他 529 611

無形固定資産合計 8,893 8,177

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 3,268 ※2 3,485

長期貸付金 454 377

繰延税金資産 4,107 3,825

その他 2,158 2,236

貸倒引当金 △765 △763

投資その他の資産合計 9,222 9,161

固定資産合計 85,974 85,417

繰延資産

開発費 2,450 1,609

繰延資産合計 2,450 1,609

資産合計 116,029 114,602
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,639 13,976

短期借入金 ※1 15,988 ※1 21,605

リース債務 26 92

未払法人税等 1,753 1,555

賞与引当金 405 389

その他 3,412 3,895

流動負債合計 34,227 41,515

固定負債

長期借入金 ※1 39,490 ※1 35,518

リース債務 127 397

再評価に係る繰延税金負債 265 265

退職給付引当金 2,552 1,967

役員退職慰労引当金 1,370 1,054

ガスホルダー修繕引当金 323 302

その他 278 723

固定負債合計 44,408 40,229

負債合計 78,636 81,744

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 4,386 4,386

利益剰余金 17,587 19,512

自己株式 △233 △7,526

株主資本合計 26,739 21,371

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △46 181

評価・換算差額等合計 △46 181

少数株主持分 10,700 11,304

純資産合計 37,393 32,857

負債純資産合計 116,029 114,602
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 111,276 101,539

売上原価 69,261 54,802

売上総利益 42,014 46,736

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 2,232 2,311

貸倒引当金繰入額 86 96

給料及び手当 6,795 7,121

賞与引当金繰入額 358 347

退職給付費用 702 555

役員退職慰労引当金繰入額 150 155

ガスホルダー修繕引当金繰入額 22 22

福利厚生費 1,411 1,343

消耗品費 3,258 4,154

租税公課 960 967

事業税 278 287

減価償却費 8,057 8,533

のれん償却額 873 887

修繕費 676 642

支払手数料 6,237 6,687

その他 ※1 5,002 ※1 5,477

販売費及び一般管理費合計 37,103 39,589

営業利益 4,910 7,147

営業外収益

受取利息 20 8

受取配当金 75 69

不動産賃貸料 51 51

受取保険金 55 9

持分法による投資利益 14 6

その他 174 171

営業外収益合計 392 316

営業外費用

支払利息 908 851

その他 1 74

営業外費用合計 910 925

経常利益 4,393 6,538
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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 ※2 34 ※2 34

事業譲渡益 15 －

工事負担金等受入額 78 －

その他 ※3 7 ※3 13

特別利益合計 135 48

特別損失

固定資産売却損 ※4 9 ※4 74

減損損失 － ※7 76

固定資産除却損 ※5 114 ※5 301

投資有価証券評価損 62 120

関係会社株式評価損 128 －

役員退職慰労金 2 0

販売用不動産評価損 208 －

関係会社整理損 645 －

退職給付費用 － 184

その他 ※6 19 ※6 19

特別損失合計 1,192 777

税金等調整前当期純利益 3,336 5,810

法人税、住民税及び事業税 1,833 2,315

法人税等調整額 △356 243

法人税等合計 1,476 2,558

少数株主利益 341 704

当期純利益 1,518 2,547
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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 5,000 5,000

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金

前期末残高 4,385 4,386

当期変動額

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 4,386 4,386

利益剰余金

前期末残高 16,560 17,587

当期変動額

剰余金の配当 △488 △622

当期純利益 1,518 2,547

その他 △2 0

当期変動額合計 1,026 1,925

当期末残高 17,587 19,512

自己株式

前期末残高 △228 △233

当期変動額

自己株式の取得 △5 △7,293

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △5 △7,292

当期末残高 △233 △7,526

株主資本合計

前期末残高 25,717 26,739

当期変動額

剰余金の配当 △488 △622

当期純利益 1,518 2,547

自己株式の取得 △5 △7,293

自己株式の処分 0 0

その他 △2 0

当期変動額合計 1,021 △5,367

当期末残高 26,739 21,371
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 361 △46

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△408 227

当期変動額合計 △408 227

当期末残高 △46 181

評価・換算差額等合計

前期末残高 361 △46

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△408 227

当期変動額合計 △408 227

当期末残高 △46 181

少数株主持分

前期末残高 10,476 10,700

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 223 554

当期変動額合計 223 554

当期末残高 10,700 11,304

純資産合計

前期末残高 36,556 37,393

当期変動額

剰余金の配当 △488 △622

当期純利益 1,518 2,547

自己株式の取得 △5 △7,293

自己株式の処分 0 0

その他 △2 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 782

当期変動額合計 837 △4,584

当期末残高 37,393 32,857
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純利益 3,336 5,810

減価償却費 8,190 8,623

減損損失 － 76

繰延資産償却額 1,160 1,115

のれん償却額 873 887

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 130 △858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 △315

受取利息及び受取配当金 △96 △77

支払利息 908 851

持分法による投資損益（△は益） △14 △6

販売用不動産評価損 208 －

退職給付費用 － 184

有形固定資産売却損益（△は益） △25 39

有形固定資産除却損 114 301

投資有価証券評価損益（△は益） 62 120

関係会社株式評価損 128 －

関係会社整理損 645 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,875 1,204

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,388 △728

仕入債務の増減額（△は減少） △842 1,331

未払消費税等の増減額（△は減少） 319 △193

前受金の増減額（△は減少） 169 △18

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減
少）

－ 639

その他 △23 440

小計 18,492 19,431

利息及び配当金の受取額 96 77

利息の支払額 △912 △854

法人税等の支払額 △1,319 △2,452

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,357 16,201
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,779 △8,682

有形固定資産の売却による収入 97 77

のれんの取得による支出 △510 △87

投資有価証券の取得による支出 △5 △62

投資有価証券の売却による収入 10 3

貸付けによる支出 △14 △10

貸付金の回収による収入 118 87

開発費の取得による支出 △565 △273

その他 151 △150

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,497 △9,099

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 3,580 16,850

短期借入金の返済による支出 △3,730 △9,850

長期借入れによる収入 7,622 9,285

長期借入金の返済による支出 △12,825 △14,640

自己株式の増減額（△は増加） △5 △7,292

配当金の支払額 △488 △622

少数株主への配当金の支払額 △93 △93

その他 △11 △139

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,952 △6,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 907 599

現金及び現金同等物の期首残高 9,070 9,978

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額

－ 36

現金及び現金同等物の期末残高 9,978 10,614

日本瓦斯㈱（8174）平成22年３月期決算短信

-17-



(5)【継続企業の前提に関する注記】  

     該当事項はありません。

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社８社の名称

東彩ガス株式会社、新日本瓦斯株式会社、東日本

ガス株式会社、北日本ガス株式会社、日本瓦斯工

事株式会社、日本瓦斯運輸整備株式会社、リノー

バ東日本株式会社、株式会社ユピア新日本。

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社６社の名称

東彩ガス株式会社、新日本瓦斯株式会社、東日本

ガス株式会社、北日本ガス株式会社、日本瓦斯工

事株式会社、日本瓦斯運輸整備株式会社。

連結子会社等の異動 

該当事項はありません。

連結子会社等の異動
当社連結子会社でありますリノーバ東日本株式会
社（東日本ガス株式会社の100％子会社）は、東
日本ガス株式会社と平成21年10月1日に合併、同
じく当社連結子会社であります株式会社ユピア新
日本（新日本瓦斯株式会社の100％子会社）は、
新日本瓦斯株式会社と平成21年10月1日に合併し
たことに伴い、当連結会計年度から連結の範囲内
で２社減少しております。

 (2) 非連結子会社名  (2) 非連結子会社名

東彩設備株式会社、株式会社ガスプラザ東彩、俊

道ガス株式会社、株式会社ニチガス物流計算セン

ター。 

非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

東彩設備株式会社、株式会社ガスプラザ東彩、株

式会社ニチガス物流計算センター。  

非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社３社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。従来、非連結子会社で

ありました俊道ガス株式会社は平成21年４月１日

に当社と合併いたしました。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数      ２社

   東彩設備株式会社、株式会社ガスプラザ東彩。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数       ２社

同左

 (2) 持分法適用の関連会社数          ―  (2) 持分法適用の関連会社数          ─ 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社  (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

非連結子会社名 

俊道ガス株式会社、株式会社ニチガス物流計算セ

ンター。

非連結子会社名 

株式会社ニチガス物流計算センター。      

関連会社名 

株式会社アイプロモーション。

関連会社名 

                同左

持分法を適用しない理由 

非連結子会社２社及び関連会社１社は、それぞれ

の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、且つ全体としても重要性がないためでありま

す。

持分法を適用しない理由 

非連結子会社１社及び関連会社１社は、それぞれ

の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、且つ全体としても重要性がないためでありま

す。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日と連結決算日は一致

しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  (イ)たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産は主とし

て先入先出法による原価法(収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）によっております。

なお、販売用不動産は個別法による原価法(収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっ
ております。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  (イ)たな卸資産

        同左

  (ロ)有価証券

満期保有目的の 

債券

償却原価法(定額法)

その他有価証券 時価のあるもの

連結会計年度末日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法

により算定)

 

 (ロ)有価証券

満期保有目的の 

債券

同左

その他有価証券 時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  (イ)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)は定額法)を採

用しております。

連結子会社のうち北日本ガス株式会社について

は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物          ７～50年

機械装置及び運搬具        ４～20年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  (イ)有形固定資産（リース資産を除く）

        同左

 (ロ)無形固定資産（リース資産を除く）  (ロ)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法    定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づいて償却してお

ります。

            同左

  (ハ)リース資産  (ハ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係
るリース資産

               同左

    リース期間を耐用年数とし、残存価額をする 

    定額法によっております。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

開発費

５年による均等償却を行っております。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

開発費

        同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金………売上債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上してお

ります。

 

 (4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金………同左

(ロ)賞与引当金………連結財務諸表提出会社は、賞

与引当金を計上する必要はあ

りませんが、連結子会社は、

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の

支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しており

ます。

 
(ロ)賞与引当金………同左

(ハ)退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。 

なお、数理計算上の差異はそ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数(５

年)による定率法により、発

生連結会計年度から費用処理

しております。

(ニ)役員退職慰労…… 
  引当金 
 

役員の退職慰労金支出に備
えるため、内規に基づく連
結会計年度末の要支給額を
役員退職慰労引当金として
計上しております。

(ホ)ガスホルダー… 
    修繕引当金

連結子会社のうち東彩ガス
株式会社、新日本瓦斯株式
会社、東日本ガス株式会
社、北日本ガス株式会社の
都市ガス４社は、次回修繕
見積り額を修繕周期にて配
分計上しております。

(ハ)退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。 

なお、数理計算上の差異はそ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数(５

年)による定率法により、発

生連結会計年度から費用処理

しております。
（追加情報） 
 当社及び一部の連結子会
社の退職金制度のうち、適
格退職年金制度にかかる部
分について、平成21年７月
１日に確定拠出年金制度及
び確定給付年金制度へ移行
したことに伴い、「退職給
付制度間の移行等に関する
会計処理及び同実務上の取
扱い」に従って終了損失額
を、退職給付費用として当
連結会計年度の特別損失に
１億８千４百万円計上して
おります。

(ニ)役員退職慰労……
  引当金

同左

(ホ)ガスホルダー…
  修繕引当金

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(へ)ガス熱量変更…… 
  引当金

連結子会社のうち北日本ガス

株式会社は、ガス熱量変更作

業に要する支出に備えるた

め、ガス熱量変更引当金に関

する省令（平成７年２月27日

通商産業省令第５号）３条の

規定により熱量変更費用見積

額を計上しております。

──

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップ取

引は、特例処理を適用しております。  

また商品デリバティブについては、期末残高が

ないためヘッジ会計は適用しておりません。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

        同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………金利スワップ 
        商品スワップ
ヘッジ対象………借入金 
        商品購入代金

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………同左
 
ヘッジ対象………同左

  ③ ヘッジ方針

リスクに関する内部規定に基づき為替変動リス

ク・商品価格リスク及び金利変動リスクを一定

の範囲内でヘッジしております。

  ③ ヘッジ方針

        同左

  ④ ヘッジ有効性評価の方法
特例処理による金利スワップについては、有効
性の評価を省略しております。 
また、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確
認することにより行っております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法
      同左

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式
によっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価
評価法を採用しております。
但し、平成12年３月31日終了の連結会計年度以前よ
り継続して連結対象となっている子会社について
は、時価評価法によっておりません。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれんは５年間及び20年間で均等償却しておりま
す。負ののれんは５年間で均等償却しております。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項
同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金
及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容
易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅
少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満
期日又は償還期限の到来する短期投資からなってお
ります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  （会計方針の変更）

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月
5日公表分）を適用しております。 
 これにより営業利益、経常利益はそれぞれ4百
万円減少し、税金等調整前当期純利益は、213百
万円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、軽微で
あります。

  （リース取引に関する会計基準等）

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会
計基準」（企業会計基準第13号（平成５年6月17
日（企業審議会第一部会）、平成19年３月30日改
正））及び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年
1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員
会）、平成19年3月30日改正））を適用しており
ます。 
 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開
始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に
ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっております。 
 なお、この変更に伴う損益の与える影響及びセ
グメント情報に与える影響は、軽微であります。
 

───

  

  
 
  
 
  
                       ─── 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
（会計方針の変更） 
   当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」 
 の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20 
 年７月31日）を適用しております。 
  この変更による損益に与える影響はありません。
（工事契約に関する会計基準）
  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）を当連結会計年度から適用しており 
 ます。この変更に伴う損益に与える影響はありませ 
 ん。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表関係） 
財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年
8月7日内閣府令第50号）が適用になることに伴い、前連
結会計年度において、「たな卸資産」と「その他」に掲
記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」
「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記してありま
す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」と「その
他」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及
び貯蔵品」は、それぞれ5,130百万円、46百万円、119百
万円であります。 
 

───
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

土地 1,127百万円

建物及び構築物 177

工場財団担保 26,539

(土地) (2,516)

(機械装置ほか) (24,032)

合計(帳簿価格)                27,845

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

土地 1,127百万円

建物及び構築物 167

工場財団担保 26,364

(土地) (2,585)

(機械装置ほか) (23,778)

合計(帳簿価格)                27,659

担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 5,241百万円

長期借入金 4,804

合計 10,046

担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 5,579百万円

長期借入金 3,897

合計 9,477

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおり

であります。

投資有価証券(株式) 396百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおり

であります。

投資有価証券(株式) 286百万円

 ３ 保証債務

金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行って

おります。

   関係会社である東彩ガス㈱の取引 
   先に対する支払保証         400百万円

従業員(住宅資金) 20

合計 420

  ３ 保証債務

金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行って

おります。

関係会社である東彩ガス㈱の取引
先に対する支払保証

400百万円

従業員(住宅資金) 18

合計 418

４ 受取手形裏書譲渡高 83百万円 ４ 受取手形裏書譲渡高 －百万円

 ５ 当社及び連結子会社４社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行13社と当座貸越契約を締結し

ております。当連結会計年度末における当座貸越契約に

係る借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 5,500百万円

借入実行残高 1,350

差引額 4,150

 ５ 当社及び連結子会社４社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行13社と当座貸越契約を締結し

ております。当連結会計年度末における当座貸越契約に

係る借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 12,000百万円

借入実行残高 7,750

差引額 4,250
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 33百万円 ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 31百万円

※２ 固定資産売却益は、建物及び構築物、機械装置、土地の

売却によるものであります。

※２ 固定資産売却益は、建物及び構築物、機械装置、土地の

売却によるものであります。

※３ 特別利益のその他の内訳は、次のとおりであります。

貸倒引当金戻入 6百万円

ゴルフ会員権売却益 1

計         7  

※３ 特別利益のその他の内訳は、次のとおりであります。

欠損金繰戻還付金等 13百万円

計         13

※４ 固定資産売却損は、建物及び構築物、機械装置、土地の

売却によるものであります。

※４ 固定資産売却損は、建物及び構築物、機械装置、土地の

売却によるものであります。

※５ 固定資産除却損は、建物及び構築物、機械装置並びに工

具器具及び備品の除却によるものであります。

※５ 固定資産除却損は、建物及び構築物、機械装置並びに工

具器具及び備品の除却によるものであります。

※６ 特別損失のその他の内訳は、次のとおりであります。

土地賃貸借契約解除和解金 13百万円

たな卸資産評価損等  6

計         19
 

※６ 特別損失のその他の内訳は、次のとおりであります。

ゴルフ会員権売却損 4百万円

ゴルフ会員権評価損等 15

計         19

 

※７ 減損損失 

    当連結会計年度において、当社グループは以下 

   の資産について減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類

千葉県 
茂原市

遊休資産 土地

    当社グループは、事業の用に供していない遊休 
   資産のうち、時価が著しく下落した資産の帳簿価 
   額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損 
   損失（76百万円）として特別損失に計上いたしま 
   した。その内訳は、土地76百万円であります。 
    なお、当該土地の回収可能価額は正味売却価額 
   により測定しており、その価額は固定資産税評価 
   額を基に算定しております。 
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     4,750株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     285株 

 
  

 
  

   

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加  5,192,500株 

 単元未満株式の買取りによる増加     1,233株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     193株 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 44,961,525 ― ― 44,961,525

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 377,247 4,750 285 381,712

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 246 5.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 246 5.5 平成20年９月30日 平成20年11月19日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 335 7.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 44,961,525 ― ― 44,961,525

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 381,712 5,193,733 193 5,575,252

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 335 7.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 290 6.5 平成21年９月30日 平成21年11月18日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 257 6.5 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 9,994百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △16

現金及び預金同等物 9,978

 ２ 当連結会計年度に関係会社である新日本瓦斯㈱が
    非連結子会社である白岡ガス㈱より事業譲受けし  
    た資産及び負債の主な内訳は次のとおりでありま  
  す。

固定資産 532百万円

資産合計 532

固定負債 2百万円

負債合計 2

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 10,628百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △13

現金及び預金同等物 10,614

 ２  当連結会計年度に合併した非連結子会社である俊 

     道ガス㈱より引き継いだ資産及び負債の主な内訳 

     は次のとおりであります。 

 

  流動資産                          95百万円

固定資産 34

      資産合計 129

流動負債 15百万円

負債合計 15
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ガス事業…………………………ＬＰガス(プロパン、ブタン)、都市ガス（ＬＮＧ、ＬＰＧ）、ガス機器、

住宅機器、空調機器、都市ガス供給設備工事、受注工事(ガス供給設備工

事、給排水衛生設備工事、リフォーム)、熱供給等 

(2) エアゾール・燃料充填事業……ライター用・カセットこんろ用のガスボンベ、エアゾール製品、カセット

こんろ等 

(3) その他の事業……………………土地、建売住宅、マンション、注文建築、保険代理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(636百万円)の主なものは、親会社の管理部

門に係る費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額2,873百万円の主なものは親会社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 資本的支出には長期前払費用及び開発費の増加額が含まれております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

ガス事業 
(百万円)

エアゾール・
燃料充填事業
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

105,356 5,741 177 111,276 ― 111,276

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 105,356 5,741 177 111,276 (―) 111,276

営業費用 99,899 5,651 177 105,728 636 106,364

営業利益 5,457 90 0 5,547 (636) 4,910

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 107,760 4,308 1,087 113,156 2,873 116,029

減価償却費 8,930 82 1 9,014 48 9,063

資本的支出 11,113 8 0 11,122 56 11,178
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ガス事業…………………………ＬＰガス(プロパン、ブタン)、都市ガス（ＬＮＧ、ＬＰＧ）、ガス機器、

住宅機器、空調機器、都市ガス供給設備工事、受注工事(ガス供給設備工

事、給排水衛生設備工事、リフォーム)、熱供給、土地、建売住宅、マン

ション、注文建築、保険代理業務等 

(2) エアゾール・燃料充填事業……ライター用・カセットこんろ用のガスボンベ、エアゾール製品、カセット

こんろ等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(581百万円)の主なものは、親会社の管理部

門に係る費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額 2,930百万円の主なものは親会社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 資本的支出には長期前払費用及び開発費の増加額が含まれております。 

  

ガス事業 
(百万円)

エアゾール・
燃料充填事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

97,107 4,431 101,539 ─ 101,539

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 97,107 4,431 101,539 (─) 101,539

営業費用 89,437 4,373 93,810 581 94,392

営業利益 7,670 58 7,729 (581) 7,147

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 108,114 3,557 111,672 2,930 114,602

減価償却費 9,382 71 9,453 57 9,511

資本的支出 9,801 61 9,863 170 10,033
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（事業区分の方法の変更) 

前連結会計年度まで区分表示しておりました「その他の事業」については、当該区分に属する売上

高及び営業利益金額又は営業損失金額のすべてが少額であるため、当期連結会計年度より「ガス事

業」に含めて表示しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度におい

て用いた事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は下記のとおりであります。 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

ガス事業 
(百万円)

エアゾール・
燃料充填事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

105,534 5,741 111,276 ─ 111,276

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 105,534 5,741 111,276 (─) 111,276

営業費用 100,077 5,651 105,728 636 106,364

営業利益 5,457 90 5,547 (636) 4,910

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 108,848 4,308 113,156 2,873 116,029

減価償却費 8,931 82 9,014 48 9,063

資本的支出 11,113 8 11,122 56 11,178
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前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自平成21年４月１
日 至平成22年３月31日) 
在外連結子会社及び在外支店が存在しないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自平成21年４月１
日 至平成22年３月31日) 
海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２ 所在地別セグメント情報 

 

【海外売上高】

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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 598円77銭 547円23銭

１株当たり当期純利益 34円05銭 58円75銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 潜在株式が存在しないため、記載
  しておりません。

潜在株式が存在しないため、記載
  しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成21年３月31日)
当連結会計年度 

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 37,393 32,857

純資産の部の合計額から控除する金
額（百万円）

10,700 11,304

（うち少数株主持分） （10,700） （11,304）

普通株式に係る期末の純資産額 
（百万円）

26,693 21,553

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）

44,579 39,386

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(百万円) 1,518 2,547

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,518 2,547

普通株式の期中平均株式数(千株) 44,582 43,361
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給
付、企業結合等、賃貸等不動産に関する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ます。 

¶表後に挿入された段落

(重要な後発事象)

 前連結会計年度 
 (自 平成20年4月１日 至 平成21年3月31日)

当連結会計年度 
 (自 平成21年4月１日 至 平成22年3月31日)

１ 平成21年2月9日開催の取締役会において、当社の
100％子会社である俊道ガス株式会社を吸収合併す
ることを決議いたしました。

該当事項はありません。

（１） 合併の目的
グループ経営の効率化と事業基盤の強化を図
るためであります。

（２） 合併の要旨

 ①合併の日程
     (イ)合併決議取締役会  平成21年２月９日
    (ロ)合併契約締結    平成21年２月９日
     (ハ)合併の予定日(効力発生日)平成21年４月１日

(注)本合併は、当社においては、会社法第796条
第3 項に基づく簡易合併の手続きにより、俊道
ガス株式会社においては、会社法第784条第1項
に基づく略式合併の手続きにより、株主総会の
承認決議は経ずに決定しております。

 ②合併方式 
当社を存続会社とする吸収合併方式で、俊道ガ
ス株式会社は解散いたします。

 ③合併比率 
新たに新株を発行しない方式によるため、該当
事項はありません。

 ④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債  
 に関する取扱い
 該当事項はありません。

２ 平成21年3月11日の当社取締役会において、当社及
び一部の連結子会社の退職金制度の内、適格退職
年金制度にかかる部分について平成21年7月1日か
ら確定拠出年金制度に移行することを決議いたし
ました。移行にあたっては「退職給付制度間の移
行等に関する会計処理」企業会計基準適用指針第1
号を適用する予定であります。

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

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

流動資産

現金及び預金 4,096 4,515

受取手形 4,835 3,848

売掛金 7,699 7,888

商品 2,897 3,763

貯蔵品 30 36

前渡金 79 28

繰延税金資産 511 472

その他 101 78

貸倒引当金 △122 △111

流動資産合計 20,129 20,521

固定資産

有形固定資産

建物 6,675 6,709

減価償却累計額 △3,420 △3,582

建物（純額） 3,255 3,126

構築物 4,122 4,315

減価償却累計額 △2,963 △3,188

構築物（純額） 1,159 1,127

機械及び装置 29,589 30,082

減価償却累計額 △22,385 △23,407

機械及び装置（純額） 7,204 6,674

車両運搬具 36 36

減価償却累計額 △34 △35

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品 1,200 1,208

減価償却累計額 △1,003 △1,053

工具、器具及び備品（純額） 197 154

土地 13,676 14,104

リース資産 42 106

減価償却累計額 △4 △20

リース資産（純額） 38 85

建設仮勘定 354 723

有形固定資産合計 25,888 25,997

無形固定資産

のれん 633 461

借地権 8 8

ソフトウエア 63 175

電話加入権 31 32

無形固定資産合計 738 677
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(単位：百万円)

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)

投資その他の資産

投資有価証券 2,673 2,991

関係会社株式 17,772 17,661

出資金 0 1

長期貸付金 15 8

従業員に対する長期貸付金 149 118

関係会社長期貸付金 145 122

破産更生債権等 368 367

長期前払費用 124 129

繰延税金資産 1,186 988

差入保証金 236 167

その他 761 765

貸倒引当金 △757 △753

投資その他の資産合計 22,677 22,568

固定資産合計 49,304 49,244

繰延資産

開発費 220 122

繰延資産合計 220 122

資産合計 69,654 69,888

負債の部

流動負債

支払手形 4,506 5,488

買掛金 5,131 5,799

短期借入金 9,492 15,487

リース債務 9 22

未払金 984 1,669

未払費用 262 267

未払法人税等 908 757

未払消費税等 275 153

前受金 173 238

預り金 165 128

流動負債合計 21,909 30,012

固定負債

長期借入金 22,021 20,184

リース債務 31 67

退職給付引当金 1,481 1,082

役員退職慰労引当金 825 506

その他 240 481

固定負債合計 24,601 22,323

負債合計 46,510 52,336
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(単位：百万円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金

資本準備金 4,385 4,385

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 4,386 4,386

利益剰余金

利益準備金 949 949

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 15 14

別途積立金 7,750 7,750

繰越利益剰余金 5,287 6,765

利益剰余金合計 14,002 15,479

自己株式 △179 △7,471

株主資本合計 23,208 17,393

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △65 158

評価・換算差額等合計 △65 158

純資産合計 23,143 17,552

負債純資産合計 69,654 69,888
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

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)

売上高 72,812 66,400

売上原価

商品期首たな卸高 4,395 2,897

当期商品仕入高 50,330 42,958

合計 54,726 45,856

他勘定振替高 213 －

商品期末たな卸高 2,897 3,762

売上原価合計 51,614 42,094

売上総利益 21,197 24,305

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 2,217 2,297

貸倒引当金繰入額 49 83

給料 3,760 3,926

退職給付費用 271 253

福利厚生費 703 663

消耗品費 1,893 2,946

租税公課 202 225

減価償却費 2,248 2,472

修繕費 471 610

支払手数料 4,172 4,403

その他 2,159 2,280

販売費及び一般管理費合計 18,150 20,164

営業利益 3,047 4,141

営業外収益

受取利息 16 6

受取配当金 206 203

不動産賃貸料 59 54

労務費分担金及び経営指導料 15 12

受取保険金 30 －

雑収入 96 74

営業外収益合計 424 351

営業外費用

支払利息 551 532

雑損失 0 70

営業外費用合計 552 602

経常利益 2,919 3,889

特別利益

固定資産売却益 34 31

投資有価証券売却益 0 0

特別利益合計 34 31
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(単位：百万円)

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)

特別損失

固定資産売却損 6 73

減損損失 － 76

固定資産除却損 38 103

投資有価証券評価損 51 118

関係会社株式評価損 128 －

販売用不動産評価損 208 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 0 3

会員権売却損 1 －

退職給付費用 － 47

特別損失合計 435 421

税引前当期純利益 2,517 3,499

法人税、住民税及び事業税 1,125 1,310

法人税等調整額 △94 86

法人税等合計 1,030 1,396

当期純利益 1,486 2,103
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

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 5,000 5,000

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,385 4,385

当期末残高 4,385 4,385

その他資本剰余金

前期末残高 0 0

当期変動額

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

資本剰余金合計

前期末残高 4,385 4,386

当期変動額

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 4,386 4,386

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 949 949

当期末残高 949 949

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 16 15

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 15 14

別途積立金

前期末残高 7,750 7,750

当期末残高 7,750 7,750

繰越利益剰余金

前期末残高 4,292 5,287

当期変動額

剰余金の配当 △492 △626

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0

当期純利益 1,486 2,103

当期変動額合計 995 1,477

当期末残高 5,287 6,765

利益剰余金合計

前期末残高 13,007 14,002

当期変動額

剰余金の配当 △492 △626

当期純利益 1,486 2,103

当期変動額合計 994 1,476

当期末残高 14,002 15,479
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(単位：百万円)

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 △174 △179

当期変動額

自己株式の取得 △5 △7,293

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △5 △7,292

当期末残高 △179 △7,471

株主資本合計

前期末残高 22,219 23,208

当期変動額

剰余金の配当 △492 △626

当期純利益 1,486 2,103

自己株式の取得 △5 △7,293

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 989 △5,815

当期末残高 23,208 17,393

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 324 △65

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△389 224

当期変動額合計 △389 224

当期末残高 △65 158

評価・換算差額等合計

前期末残高 324 △65

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△389 224

当期変動額合計 △389 224

当期末残高 △65 158

純資産合計

前期末残高 22,543 23,143

当期変動額

剰余金の配当 △492 △626

当期純利益 1,486 2,103

自己株式の取得 △5 △7,293

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △389 224

当期変動額合計 599 △5,591

当期末残高 23,143 17,552
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該当事項はありません。 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成22年４月１日付） 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

6. その他

(1) 役員の異動

新役名 旧役名 氏名

常務取締役営業本部副本部長 取締役管理本部経財部長 大 槻  昌 平

常務取締役営業本部西関東支店長 取締役営業本部西関東支店長 荒 木  太
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（参考）　平成22年3月期決算短信資料
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セグメント別売上高

ガス事業 エアゾール・燃料充填事業

FOB価格　 プロパン 　　$/t

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

H17.4 H18.4 H19.4 H20.4 H21.4 H22.4

（単位：千戸）

（単位：千トン）（単位：千トン）

（単位：億円）

（単位：＄/t）
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