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（注）平成22年３月期第１四半期は連結財務諸表を作成していたため、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。 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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1. 平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 2,564 ─ 172 ─ 174 ─ 109 ─

22年３月期第１四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

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

23年３月期第１四半期 12 22 ─

22年３月期第１四半期 ─ ─

 (2) 財政状態

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

23年３月期第１四半期 11,998 6,360 53.0 706 94

22年３月期 12,419 6,281 50.6 698 18

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 6,360百万円 22年３月期 6,281百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ ２ 50 ─ ２ 50 ５ 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) ２ 50 ─ ２ 50 ５ 00

3. 平成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)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) 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

nga086340
公益法人　財務会計基準機構



 
(注) 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の有無となります。 

 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 
  

・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条件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、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 23年３月期１Ｑ 9,000,000株 22年３月期 9,000,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,880株 22年３月期 2,830株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,997,126株 22年３月期１Ｑ 8,997,215株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の回復に伴い、一部には
回復の動きが見られるものの、個人消費は厳しい雇用・所得環境、円高の進行やデフレ状況等、依然と
して厳しい状況が続いております。 
また、ガス業界では、電力とのエネルギー間の競合が一段と激しさを増しております。 
このような状況の中で当社は、ガスの普及拡大及び収益力の向上に努めるとともに、お客さまから選
ばれるエネルギー事業者となるためにお客さまのお役に立つ、安心、安全で、より安価なエネルギーサ
ービスを推進してまいりました。 
当第１四半期累計期間（平成22年４月～平成22年６月）の売上高は、春先の気温が低めに推移したこ
と、新規のお客さまの増加によるガス販売量の増加、平成22年１月に実施した都市ガス料金の値上げ、
原料費調整制度の導入等により前年同期に比べ11.2％増の2,564,306千円となりました。 
利益については、減価償却費の増加等から、経常利益は前年同期に比べ3.8％減の174,455千円とな
り、四半期純利益は前年同期に比べ2.7％増の109,905千円となりました。なお、平成21年10月より連結
対象会社がなくなったため、前年同期との比較については個別の前年数値を使用しております。 

  
事業の種類別の業績は次のとおりであります。 
  
〔都市ガス事業〕 
  
ガス販売量は、春先の気温が低めに推移したこと、新規のお客さまの獲得等により前年同期に比べ
13.4％増の13,251千㎥となりました。 
ガス売上高につきましては、ガス販売量の増加、ガス料金の値上げ、原料費調整制度の導入等により
前年同期に比べ17.9％増の1,630,261千円となりました。 
都市ガス事業の工事・器具売上高は、高効率給湯器等器具の拡販に積極的な営業活動を展開してまい
りましたが、大口物件の落ち込みにより前年同期に比べ3.7％減の411,335千円となりました。 
この結果、都市ガス事業の売上高は、前年同期に比べ12.8％増の2,041,596千円となりました。 
  
〔ＬＰガス事業〕 
  
ガス販売量は、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家庭用の販売量は減少したも
のの、業務用等の新規のお客さまの獲得により前年同期に比べ1.5％増の2,462ｔとなりました。 
ＬＰガス事業の工事・器具売上高は、都市ガス同様高効率給湯器等器具の拡販に積極的な営業展開を
したことにより前年同期に比べ38.4％増の122,574千円となりました。 
この結果、ＬＰガス事業の売上高は、前年同期に比べ5.2％増の522,710千円となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は、主に現金及び預金並びに繰延資産の減少等により前事業年度末に比べ
420,808千円減の11,998,364千円となりました。 
当第１四半期末の負債は、主に長期借入金及び役員退職慰労引当金の減少等により前事業年度末に比
べ499,622千円減少の5,637,947千円となりました。 
純資産は、当第１四半期純利益の計上等により前事業年度末に比べ78,814千円増の6,360,417千円と
なりました。この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ2.4ポイント増の53.0％となり、１株当た
り純資産は前事業年度末に比べ８円76銭増の706円94銭となりました。 

  

第２四半期累計期間の経常利益は赤字と予想しておりますが、これは当社特有の季節的変動要因によ
るものです。また第２四半期累計期間、通期ともに業績予想の修正はしておりません。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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
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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費の額を期間按分して算定する方法
によっております。 
② 法人税等並びに繰延税金資産およ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、事業年度において使用した将来の業績予想やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 
当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３
月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年
３月31日）を適用しております。 
これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

供給設備 7,222,543 7,273,867

業務設備 688,057 696,503

附帯事業設備 436,192 443,353

建設仮勘定 28,515 95,535

有形固定資産合計 8,375,308 8,509,259

無形固定資産

のれん 167,703 179,985

その他無形固定資産 25,032 26,764

無形固定資産合計 192,736 206,749

投資その他の資産

投資有価証券 63,172 76,445

社内長期貸付金 52,689 53,745

出資金 12,468 12,468

長期前払費用 205,995 189,547

繰延税金資産 165,917 197,299

その他投資 129,015 134,028

投資その他の資産合計 629,257 663,535

固定資産合計 9,197,303 9,379,544

流動資産

現金及び預金 958,476 1,055,761

受取手形 149,808 139,872

売掛金 467,545 454,686

関係会社売掛金 190 38

未収入金 62,227 91,546

製品 54,500 105,181

貯蔵品 71,113 73,843

前払金 5,844 848

前払費用 87,679 9,066

繰延税金資産 33,483 61,150

その他流動資産 15,503 15,044

附帯事業売掛金 170,238 207,537

附帯事業流動資産 39,788 43,608

貸倒引当金 △49,677 △41,703

流動資産合計 2,066,724 2,216,483

繰延資産

開発費 734,337 823,145

繰延資産合計 734,337 823,145

資産合計 11,998,364 12,419,172
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 2,006,610 2,237,335

退職給付引当金 247,092 245,544

役員退職慰労引当金 87,078 201,134

ガスホルダー修繕引当金 57,663 54,648

その他固定負債 138,359 142,151

固定負債合計 2,536,803 2,880,814

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,013,236 1,059,082

支払手形 216,240 164,700

買掛金 228,999 321,713

未払金 246,737 151,600

未払費用 43,655 51,768

未払法人税等 14,786 26,762

前受金 7,842 2,459

預り金 49,462 13,542

関係会社支払手形 916,860 712,522

関係会社買掛金 109,818 106,249

関係会社未払金 35,220 338,665

賞与引当金 31,179 87,934

その他流動負債 1,482 1,474

附帯事業流動負債 185,623 218,282

流動負債合計 3,101,144 3,256,756

負債合計 5,637,947 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 3,399,500 3,299,500

繰越利益剰余金 2,274,955 2,287,543

利益剰余金合計 5,767,740 5,680,327

自己株式 △1,198 △1,183

株主資本合計 6,339,090 6,251,692

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21,326 29,910

評価・換算差額等合計 21,326 29,910

純資産合計 6,360,417 6,281,602

負債純資産合計 11,998,364 12,419,172
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

製品売上

ガス売上 1,630,261

売上原価

期首たな卸高 105,181

当期製品仕入高 533,220

当期製品自家使用高 1,097

期末たな卸高 54,500

売上原価合計 582,803

売上総利益 1,047,457

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 774,693

一般管理費 116,444

供給販売費及び一般管理費合計 891,138

事業利益 156,319

営業雑収益

受注工事収益 48,278

器具販売収益 363,056

営業雑収益合計 411,335

営業雑費用

受注工事費用 50,388

器具販売費用 317,428

営業雑費用合計 367,816

附帯事業収益 522,710

附帯事業費用 550,431

営業利益 172,117

営業外収益

受取利息 94

受取配当金 1,229

受取保険金 6,440

雑収入 2,744

営業外収益合計 10,509

営業外費用

支払利息 8,171

営業外費用合計 8,171

経常利益 174,455

特別損失

固定資産売却損 458

特別損失合計 458

税引前四半期純利益 173,996

法人税等 182

法人税等調整額 63,909

法人税等合計 64,091

四半期純利益 109,905
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当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
該当事項はありません。 
  

(注) 平成22年３月期第１四半期は連結財務諸表を作成しておりましたため、四半期連結財務諸表規則に基づき作成

したものです。 

(単位：千円) 

(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

4.（参考）四半期連結財務諸表

(1)（参考）四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】（参考）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

売上高 2,307,060

売上原価 1,072,002

売上総利益 1,235,058

供給販売費及び一般管理費

 供給販売費 915,911

 一般管理費 120,563

 供給販売費及び一般管理費合計 1,036,474

営業利益 198,584

営業外収益

 受取利息 107

 受取配当金 1,170

 負ののれん償却額 438

 雑収入 2,383

 営業外収益合計 4,101

営業外費用

 支払利息 8,746

 営業外費用合計 8,746

経常利益 193,938

特別損失

 退職給付費用 11,690

 特別損失合計 11,690

税金等調整前四半期純利益 182,248

法人税、住民税及び事業税 2,908

法人税等調整額 59,886

法人税等合計 62,795

四半期純利益 119,452
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