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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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3四半期 6,841 5.6 △118 ― △122 ― △82 ―

22年3月期第3四半期 6,475 ― △87 ― △101 ― △25 ―

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3四半期 △9.19 ―

22年3月期第3四半期 △2.78 ―

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3四半期 12,087 6,143 50.8 682.85
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3四半期  6,143百万円 22年3月期  6,281百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 2.50 ―

23年3月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,000 5.3 280 15.7 260 14.4 160 △14.6 17.78



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

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 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3Q 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3Q 2,976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3Q 8,997,102株 22年3月期3Q 8,997,202株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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おりません。 

※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。 
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当第３四半期累計期間（平成22年４月～平成22年12月）の売上高は、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5.6％増の6,841,352千円となりました。 
利益については、減価償却費の増加等から、122,314千円の経常損失（前年同期は経常損失101,054千
円）となり、四半期純損失は82,673千円（前年同期は四半期純損失25,020千円）となりました。当社の
売上高及び利益は、ガス事業のウエイトが高く、冬期に多く計上されるという季節的変動要因がありま
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、新規のお客さまの獲得、夏場の猛暑による業務用冷房需要の増加等により前年同期に
比べ5.5％増の35,594千㎥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10.4％増の4,159,564千円となりました。 
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、大口物件の減少及び平成21年９月に熱量変更作業が終了したことに伴う買替需要の減少等
により前年同期に比べ0.6％減の1,317,008千円となりました。 
この結果、都市ガス事業の売上高は、前年同期に比べ7.5％増の5,476,573千円となりました。 
〔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、夏場の猛暑の影響から業務用冷房需要の増加等により前年同
期に比べ5.5％増の6,878ｔとなりました。 
ガス売上高につきましては、ガス販売量の増加等により前年同期に比べ1.2％増の1,068,190千円とな
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
しましたが、大口物件の減少により前年同期に比べ9.4％減の296,589千円となりました。 
この結果、ＬＰガス事業の売上高は前年同期に比べ1.3％減の1,364,779千円となりました。 

  

当第３四半期末の総資産は、主に受取手形及び繰延資産の減少等により前事業年度末に比べ331,718
千円減の12,087,453千円となりました。 
当第３四半期末の負債は、主に役員退職慰労引当金及び関係会社未払金の減少等により前事業年度末
に比べ193,774千円減少の5,943,795千円となりました。 
純資産は、当第３四半期純損失の計上等により前事業年度末に比べ137,944千円減の6,143,658千円と
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0.2ポイント増の50.8％となり、１株当た
り純資産は前事業年度末に比べ15円33銭減の682円85銭となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、平成22年４月28日の決算短信で発表した業績予想を変更していませ
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 

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。 
 この変更に伴い、損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３四半期会計期間末
(平成22年12月31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 7,335,733 7,273,867

業務設備 696,527 696,503

附帯事業設備 416,836 443,353

建設仮勘定 22,945 95,535

有形固定資産合計 8,472,042 8,509,259

無形固定資産

のれん 143,141 179,985

その他無形固定資産 24,796 26,764

無形固定資産合計 167,937 206,749

投資その他の資産

投資有価証券 60,882 76,445

社内長期貸付金 48,557 53,745

出資金 12,468 12,468

長期前払費用 233,460 189,547

繰延税金資産 271,066 197,299

その他投資 145,923 134,028

投資その他の資産合計 772,358 663,535

固定資産合計 9,412,338 9,379,544

流動資産

現金及び預金 1,159,978 1,055,761

受取手形 30,792 139,872

売掛金 438,504 454,686

関係会社売掛金 － 38

未収入金 65,978 91,546

製品 110,926 105,181

貯蔵品 58,700 73,843

前払金 4,406 848

前払費用 39,590 9,066

繰延税金資産 34,135 61,150

その他流動資産 23,669 15,044

附帯事業売掛金 169,071 207,537

附帯事業流動資産 36,618 43,608

貸倒引当金 △53,979 △41,703

流動資産合計 2,118,393 2,216,483

繰延資産

開発費 556,721 823,145

繰延資産合計 556,721 823,145

資産合計 12,087,453 12,419,172
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31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 2,364,794 2,237,335

退職給付引当金 256,239 245,544

役員退職慰労引当金 96,590 201,134

ガスホルダー修繕引当金 63,693 54,648

その他固定負債 154,995 142,151

固定負債合計 2,936,313 2,880,814

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,110,458 1,059,082

支払手形 110,400 164,700

買掛金 306,087 321,713

未払金 109,369 151,600

未払費用 43,551 51,768

未払法人税等 10,329 26,762

前受金 16,936 2,459

預り金 42,930 13,542

関係会社支払手形 912,924 712,522

関係会社買掛金 74,518 106,249

関係会社未払金 46,779 338,665

賞与引当金 30,399 87,934

その他流動負債 1,484 1,474

附帯事業流動負債 191,312 218,282

流動負債合計 3,007,482 3,256,756

負債合計 5,943,795 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 2,059,884 2,287,543

利益剰余金合計 5,552,668 5,680,327

自己株式 △1,241 △1,183

株主資本合計 6,123,974 6,251,692

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 19,683 29,910

評価・換算差額等合計 19,683 29,910

純資産合計 6,143,658 6,281,602

負債純資産合計 12,087,453 12,419,172
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

製品売上

ガス売上 3,768,211 4,159,564

売上原価

期首たな卸高 88,392 105,181

当期製品製造原価 40,597 －

当期製品仕入高 1,224,770 1,577,946

当期製品自家使用高 3,469 3,527

期末たな卸高 91,615 110,926

売上原価合計 1,258,675 1,568,673

売上総利益 2,509,536 2,590,891

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 2,362,115 2,406,285

一般管理費 344,066 312,966

供給販売費及び一般管理費合計 2,706,182 2,719,252

事業損失（△） △196,646 △128,361

営業雑収益

受注工事収益 212,507 201,073

器具販売収益 1,111,813 1,115,935

営業雑収益合計 1,324,321 1,317,008

営業雑費用

受注工事費用 212,448 201,688

器具販売費用 956,851 968,359

営業雑費用合計 1,169,299 1,170,047

附帯事業収益 1,382,961 1,364,779

附帯事業費用 1,428,699 1,501,843

営業損失（△） △87,361 △118,464

営業外収益

受取利息 576 527

受取配当金 1,343 1,484

受取保険金 － 6,926

保険配当金 3,402 4,415

保険返戻金 1,664 －

受取補償金 1,430 1,430

雑収入 5,354 5,678

営業外収益合計 13,772 20,463

営業外費用

支払利息 27,464 24,313

営業外費用合計 27,464 24,313

経常損失（△） △101,054 △122,314
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

特別利益

固定資産売却益 1,680 10

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 10

特別損失

固定資産売却損 － 921

退職給付費用 12,690 －

ゴルフ会員権評価損 914 －

ゴルフ会員権売却損 － 409

特別損失合計 13,604 1,330

税引前四半期純損失（△） △34,491 △123,634

法人税等 2,888 －

法人税等調整額 △12,358 △40,961

法人税等合計 △9,470 △40,961

四半期純損失（△） △25,020 △82,673
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当第３四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 
該当事項はありません。 
  

当第３四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 
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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