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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

23年3月期 9,901 2.9 383 △25.8 351 △26.4 220 △39.3

22年3月期 9,621 △7.5 516 10.7 477 14.6 363 39.6

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 ％ ％ ％

23年3月期 29.18 ― 3.5 2.8 3.9
22年3月期 48.08 ― 6.0 3.8 5.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 12,795 6,359 49.7 840.36
22年3月期 12,499 6,192 49.5 818.41

（参考） 自己資本   23年3月期  6,359百万円 22年3月期  6,192百万円

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

23年3月期 1,804 △1,415 △237 1,453
22年3月期 1,870 △1,121 △860 1,301

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 52 14.6 0.9
23年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 52 24.0 0.8

24年3月期(予想) ― 3.50 ― 3.50 7.00 22.8

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 4,403 2.0 △143 ― △158 ― △100 ― △13.24

通期 10,400 5.0 400 4.5 370 5.7 231 5.0 30.65



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、20ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(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、24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） 23年3月期 7,586,000 株 22年3月期 7,586,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 18,938 株 22年3月期 18,938 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 7,567,062 株 22年3月期 7,567,062 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き
は終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

平成23年３月11日に発生しました東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、この

度の地震による当社業績への影響は軽微であります。  

当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済対策などの効果と、各企業の改善努力により、企業収益の持ち直し

と一部景気回復の兆しが見られたものの、依然として雇用・所得環境は厳しく個人消費の低迷などにより、先行き不

透明な経済環境で推移いたしました。さらに、東日本大震災が国内経済へ与える影響は計り知れず、先行きの情勢を

見通せない状況となっております。 

エネルギー業界におきましては、業務用のみならず家庭用分野にまでエネルギー間競争が激しさを増しており、当

業界を取り巻く環境は非常に厳しい状況となっております。 

このような状況の中で、当社は、都市ガス及びＬＰガスの新規需要の獲得に向けて積極的な営業活動に努めてまい

りました。 

当事業年度の都市ガスの販売量は、この夏の記録的な猛暑により気温・水温が前年同期に比べ高く推移し減少要因

となったものの、積極的な営業活動によってお客さま件数が増加したことから家庭用が前年並にとどまりました。ま

た、業務用が空調・給湯需要の伸張により1.9％増加したことから全体では1.0％増加しました結果、売上高は1.7％

増加となりました。 

一方、ＬＰガスの販売量は、積極的な需要開発によるお客さま件数の増大により前年同期に比べ21.2％の伸びとな

りました。また、売上高につきましては、ＬＰガスの販売量増加に比例して33.6％と大きく伸びました。その結果、

全体の売上高は9,901,073千円（前年同期比2.9％増）となりました。 

利益面につきましては、都市ガス及びＬＰガスの購入価格が前年同期に比べ高く推移したことと、需要開発費用等

の増加により、営業利益は383,736千円(前年同期比25.8％減）、経常利益は351,066千円（前年同期比26.4％減）、

当期純益は220,813千円（前年同期比39.3％減）と増収減益となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

〔都市ガス事業〕 

当事業年度末のお客さま件数は、前事業年度末に比べ1,367戸増の81,875戸となりましたが、ガス販売量は、前

事業年度に比べ1.0％増加の49,620千ｍ3となりました。 

ガス販売量を用途別に見ますと、家庭用につきましては、第１四半期が低気温で推移し、第２四半期の猛暑とい

った気温の変動要因で減少したものの、新規顧客の増加もあって、前年同期に比べ0.3％増加の28,696千ｍ3となり

ました。また、業務用につきましては、工業用が景気低迷の影響で需要が減少したものの、商業用、その他用途の

空調需要が伸びたことで、前年同期に比べ1.9％増加の20,924千ｍ3となりました。 

ガス売上高につきましては、ガス販売量が伸びたことと原料費調整制度の影響等により、前年同期に比べ1.7％

増加の6,591,111千円となりました。 

受注工事・器具販売の売上高につきましては、積極的な営業活動の展開により受注工事売上は増加いたしました

が、地域経済の低迷による買い控え等により器具、リフォーム受注が落ち込み前年同期に比べ3.4％減少の

1,705,785千円となりました。 

この結果、都市ガス事業の売上高は前年同期に比べ、0.6％増加の8,296,896千円となり、セグメント利益は

892,634千円となりました。 

〔ＬＰガス事業〕 

当事業年度末のＬＰガスのお客さま件数は、５事業所体制による積極的な事業展開のもと、新規のお客さま獲得

営業を推進した結果、前年同期末に比べ2,391戸増の9,781戸となりました。売上高は、ガス販売量が前年同期に比

べ21.2％増加となりましたことに加え、新たなお客さまへの機器売上の増加等により、前年同期に比べ16.7％増加

の1,604,177千円となりましたが、新規需要開発の費用等の増加により、19,276千円のセグメント損失となりまし

た。 

（注）上記記載の文章中、全体の売上高には、営業雑収益及び附帯事業収益を含めております。 

１．経営成績
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次期の都市ガス販売量の見通しにつきましては、家庭用は供給区域拡張に伴うお客さま件数の増加と他燃料顧客の

燃転推進を見込み、当事業年度に比べ1.8％増加の29,212千ｍ3となる見通しであります。 

また、業務用は現時点で獲得が予定されている商業用大口需要家への販売量増加等を見込み、当事業年度に比べ

1.1％増加の21,157千ｍ3となる見通しであり、販売量の合計は、当事業年度に比べ1.5％、749千ｍ3増加の50,369千

ｍ3となる見通しであります。 

売上高につきまして、都市ガス事業のガス売上高は、原料費調整制度によるガス料金単価の値上がりを見込み、当

事業年度に比べ7.6％増の7,089,258千円、工事・器具売上高は、当事業年度に比べ0.9％増の1,720,383千円、ＬＰガ

ス事業のガス売上高は、お客さま件数の増加によりガス販売量の増加を見込めるものの器具売上高の減少が想定さ

れ、当事業年度に比べ0.9%減の1,590,359千円、合計では当事業年度に比べ5.0%増の10,400,000千円となる見通しで

あります。 

営業利益につきましては、都市ガス仕入価格が当事業年度に比べ高めに推移する見込みでありますが諸経費の節減

をはかり、当事業年度に比べ4.5％増の400,948千円となる見通しであります。 

なお、当社の業績は、季節的変動が著しいガス事業のウェイトが高いため、その性質上ガスの需要期にあたる冬期

（下期）に売上高が偏る傾向があります。 

※当項目でのガス販売量については、１ｍ3当たり45メガジュール換算で表示しております。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末に比べ296,182千円（2.4％）増加し12,795,552千円となりま

した。これは主にのれんの償却、長期前払費用の償却が進んだものの、需要開発に伴う導管敷設工事、本社ビルの

増改築等による有形固定資産が260,025千円（2.7％）増加したこと、現金及び預金が151,502千円（11.6％）増加

したことによるものであります。 

負債につきましては、前事業年度末に比べ130,083千円（2.1％）増加し6,436,491千円となりました。これは主

に長期借入金の減少等により固定負債が118,429千円（4.9％）減少したものの、設備支払手形の増加等により流動

負債が248,512千円（6.4％）増加したことによるものであります。 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ166,099千円（2.7％）増加し6,359,061千円となりました。これは

主に利益剰余金が167,843千円増加したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前事業年度末に比べ0.2ポイント上昇し49.7％となりました。 

②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」という。）は、前事業年度末に比べ151,502千円増加

し、当事業年度末には1,453,182千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（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、1,804,840千円となりました。この主な収入要因は、税引前当期純利益350,806

千円、減価償却費1,553,111千円であります。 

（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、1,415,610千円となりました。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1,443,032千円と工事負担金の受入による収入51,433千円を反映したものであります。 

（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、237,728千円となりました。これは、主に長期借入金の純減少額166,900千円と

配当金の支払額52,731千円を反映したものであります。 

項目 
平成23年度(見通し)

(千円) 

平成22年度(実績) 

(千円) 
増減(千円) 増減率(％) 

ガ ス 販 売 量 (千ｍ3) 50,369 49,620  749 1.5

売     上     高 10,400,000 9,901,073  498,927 5.0

営   業   利   益 400,948 383,736  17,212 4.5

経   常   利   益 370,948 351,066  19,882 5.7

当  期  純  利  益 231,948 220,813  11,135 5.0
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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／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おります。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（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お

ります。 

（注４）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

負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は公益ガス事業者として都市ガスの長期安定供給を使命としており、安定した経営基盤の確保に努めるととも

に、配当についても継続的に安定した配当を行うことを基本方針としております。 

このような基本方針に基づき、当期の配当金につきましては、１株につき７円（うち中間配当額３円50銭）の配当

を実施する予定であります。これにより当期の配当性向は24.0％、純資産配当率は0.8％となります。 

また、次期の配当につきましては、当期と同様の１株につき７円（うち中間配当額３円50銭）の配当を実施する予

定であります。 

なお、内部留保資金につきましては、ガス事業の設備投資資金の一部に充当し、引き続き経営基盤の強化に努めて

まいる所存であります。 

  21年３月期 22年３月期 23年３月期 

自己資本比率 ％ 47.2 ％ 49.5 ％ 49.7

時価ベースの自己資本比率 ％ 18.2 ％ 19.4 ％ 18.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － ％ 160.5 ％ 157.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ  － 倍 35.8 倍 43.2
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当社は、都市ガス事業及びＬＰガス事業を行っております。 

 当社の親会社である日本瓦斯株式会社は、ガス事業(ＬＰガス、都市ガス、ガス機器、住宅機器の販売及びガス工

事)、エアゾール・燃料充填事業(エアゾール製品、ライター用・簡易コンロ用ガスボンベの充填・販売)及びその他

の事業(不動産及び生活関連商品の販売)を行っており、当社は親会社グループのセグメントでは都市ガス事業の中に

位置付けられております。 

 また、当社は親会社及び親会社の子会社２社とは事業上の関係があります。 

 当社が営んでいる主な事業内容と、各関係会社等の当該事業に係る位置付けを、事業の種類別に記載すると次のと

おりであります。 

〔都市ガス事業〕 

当社は、千葉県我孫子市・印旛郡栄町及び茨城県取手市・守谷市を主な供給区域として、都市ガスの製造、供給

及び販売を行っております。なお、当社が製造するガスの原料を、日本瓦斯株式会社から仕入しております。 

工事については、ガスの供給販売に係る需要家負担のガス工事とリフォーム工事を行っております。施工につき

ましては、すべて外部に委託しております。 

 なお、当社は、工事の一部を日本瓦斯株式会社に委託している他、工事材料は日本瓦斯工事株式会社から仕入し

ております。 

 ガス機器の販売については、主に日本瓦斯株式会社からガス機器を仕入れ、当社において販売を行っておりま

す。 

 また、当社はガス漏れ警報器のリースを行っております。 

〔ＬＰガス事業〕 

当社は、日本瓦斯株式会社からＬＰガス容器の耐圧検査業務及びＬＰガスの充填業務を受託している他、ＬＰガ

ス、オートガス及びＬＰガス機器の販売並びにＬＰガス配管工事を行っております。 

 ＬＰガス、オートガス及びＬＰガス機器は、主に日本瓦斯株式会社から仕入しております。 

 ＬＰガスの配送業務は、外部に委託しておりますが、その一部は日本瓦斯運輸整備株式会社に委託しておりま

す。 

 なお、ＬＰガス容器の耐圧検査及び充填業務は、外部に委託しております。 

２．企業集団の状況
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事業系統図 
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(1）会社の経営の基本方針 

当社の企業理念として、３つの理念を置き多様化する顧客ニーズに迅速かつ的確に対応することを基本方針として

います。 

第一には、「地域社会に対する貢献」として、環境負荷の少ないエネルギーを、地域社会に 適な方法により安全

で安定的な供給を確保しつつ、地域社会の環境対策や防災活動に貢献し、地域の福祉活動に積極的に参加をいたしま

す。第二には、「企業の持続的成長を目指す」として、新規顧客の増大を第一に経営基盤を強固なものといたしま

す。第三には「人的資源の尊重」として、企業を支える重要な資源である社員等の能力を 大限に発揮できるための

諸施策を投入し、持続的成長を目指します。 

(2）目標とする経営指標 

経営指標としましては、自己資本当期純利益率および総資産経常利益率を基本指標とし、如何に投資効率の良い利

益を確保するかを常に念頭に置き経営の効率化を含め業績の向上を目指します。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社の事業環境は、急激な円高やエコポイント等の政策効果が一巡したことによる景気の回復が足踏み状況となり

消費動向の厳しさが一段と伺える状況の中で、新規顧客の獲得推進によりガスの販売量は拡大したが、ガス器具類の

販売は伸び悩んでいるところです。 

このような状況の中、先般の東日本大震災により電気以外のエネルギーへの転換といった利用構造の変化が現れ始

めています。 

当社としては、さらなる新規顧客の増大を進め低廉でやさしい天然ガス・ＬＰガスの利用促進を通じて、主軸であ

る都市ガス事業の一層の拡大を図ってまいります。そのため、創立50周年を目標年次と置いた中期５カ年計画「持続

的成長と選ばれる企業への躍進」を着実に推進して持続的成長を実現させることとしています。 

(4）会社の対処すべき課題 

我が国のガス事業を取り巻く環境は、低炭素時代の幕開けで天然ガス利用への期待が高まっていることに加え、東

日本大震災による電力から他エネルギーへの転換の動きが今後一層現れてくると考えられ、第50期事業年度において

は、「明日の利益につなげる」をぶれずに推進するため、４つの基本方針を達成するプロジェクトチームを立ち上げ

て事業規模の拡大に努めてまいります。 

第一には、「新規需要家の増大」として、供給区域内のガス導管の敷設が無い区域を中心にガス導管を延長し、未

普及区域の撲滅とＬＰＧ等の他燃料を使用している集合住宅等にターゲットを置き、プロジェクトチームを結成して

新規需要家の一層の獲得を目指します。第二には、「ガス機器等の販売促進」で、既存需要家に対して、環境に優し

く使いやすい新規モデルを提案する等、快適なガスライフを楽しんでいただくためのガス器具等の収益の拡大に加え

て、ガス消費量の増大を推進いたします。第三には「設備投資のさらなる拡大」として、新規需要獲得のため未普及

地域へのガス管の敷設等の需要開発投資と需要家の安全・安心と安定供給を確保する経年管の入れ替え等供給改善投

資を拡大し、第四には「社員育成」によって社員のモチベーションを高めると同時にコンプライアンスの確保を充実

させるため、①主任技術者等の資格取得促進、②器具メーカーが実施する研修会の参加、③主任クラス以上の社員、

管理職、役員に対し公正な部下評価を行うための研修会の実施等々社員教育の充実を引き続き行います。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 341,643 332,378

供給設備 8,806,641 8,877,700

業務設備 465,461 693,158

附帯事業設備 100,717 98,389

建設仮勘定 54,757 27,618

有形固定資産合計 9,769,221 10,029,246

無形固定資産   

のれん 75,860 47,103

借地権 6,900 6,900

その他無形固定資産 30,720 35,069

無形固定資産合計 113,481 89,073

投資その他の資産   

投資有価証券 12,146 9,483

社内長期貸付金 35,856 30,541

長期前払費用 161,188 130,838

繰延税金資産 154,927 147,393

その他投資 101,075 119,814

投資その他の資産合計 465,194 438,071

固定資産合計 10,347,896 10,556,391

流動資産   

現金及び預金 1,301,680 1,453,182

受取手形 － 20,800

売掛金 345,217 287,782

関係会社売掛金 6,315 6,274

未収入金 104,658 99,407

製品 150,402 140,668

原料 2,575 3,538

貯蔵品 33,788 24,937

前払金 14,790 －

前払費用 10,768 10,455

関係会社短期債権 82 154

繰延税金資産 48,346 46,874

その他流動資産 4,621 5,336

附帯事業流動資産 137,346 148,838

貸倒引当金 △9,120 △9,090

流動資産合計 2,151,472 2,239,161

資産合計 12,499,369 12,795,552
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 1,734,530 1,663,910

退職給付引当金 290,693 263,451

役員退職慰労引当金 64,928 89,067

ガスホルダー修繕引当金 205,359 166,713

その他固定負債 111,500 105,439

固定負債合計 2,407,011 2,288,582

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 785,775 695,307

買掛金 338,287 317,958

短期借入金 500,000 500,000

未払金 233,489 211,957

未払費用 32,779 31,120

未払法人税等 128,229 149,940

前受金 32,800 24,052

預り金 21,559 32,229

関係会社支払手形 1,099,134 1,557,055

関係会社買掛金 76,242 74,441

関係会社未払金 437,713 333,646

賞与引当金 73,651 74,579

附帯事業流動負債 139,733 145,620

流動負債合計 3,899,396 4,147,909

負債合計 6,306,408 6,436,491

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 600,000

資本剰余金   

資本準備金 203,838 203,838

資本剰余金合計 203,838 203,838

利益剰余金   

利益準備金 75,651 75,651

その他利益剰余金   

別途積立金 4,255,800 4,505,800

繰越利益剰余金 1,063,474 981,317

利益剰余金合計 5,394,925 5,562,769

自己株式 △9,078 △9,078

株主資本合計 6,189,685 6,357,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,275 1,531

評価・換算差額等合計 3,275 1,531

純資産合計 6,192,961 6,359,061

負債純資産合計 12,499,369 12,795,552
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

製品売上   

ガス売上 6,479,612 6,591,111

製品売上合計 6,479,612 6,591,111

売上原価   

期首たな卸高 169,444 150,402

当期製品製造原価 172,158 186,835

当期製品仕入高 2,324,943 2,531,704

当期製品自家使用高 14,386 15,840

期末たな卸高 150,402 140,668

売上原価合計 2,501,758 2,712,434

売上総利益 3,977,854 3,878,677

供給販売費 3,185,734 3,250,366

一般管理費 553,108 541,584

供給販売費及び一般管理費合計 3,738,843 3,791,950

事業利益 239,011 86,726

営業雑収益   

受注工事収益 296,505 332,349

器具販売収益 1,470,146 1,373,436

営業雑収益合計 1,766,652 1,705,785

営業雑費用   

受注工事費用 269,002 284,751

器具販売費用 1,208,992 1,104,748

営業雑費用合計 1,477,994 1,389,499

附帯事業収益 1,374,869 1,604,177

附帯事業費用 1,385,639 1,623,453

営業利益 516,899 383,736

営業外収益   

受取利息 505 433

受取配当金 130 137

業務受託手数料 250 －

不動産賃貸料 2,417 1,940

保険配当金 － 4,261

保険解約返戻金 2,461 －

受取保険金 3,758 611

雑収入 2,086 1,709

営業外収益合計 11,610 9,093

営業外費用   

支払利息 51,433 41,232

雑支出 － 530

営業外費用合計 51,433 41,762

経常利益 477,076 351,066
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 75,752 －

特別利益合計 75,752 －

特別損失   

退職給付費用 12,702 －

ゴルフ会員権売却損 4,556 －

固定資産売却損 321 －

投資有価証券評価損 － 260

特別損失合計 17,579 260

税引前当期純利益 535,248 350,806

法人税等 144,000 120,000

法人税等調整額 27,433 9,993

法人税等合計 171,433 129,993

当期純利益 363,815 220,813
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（附表）

営業費明細書

    
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

製造費 
（千円） 

供給販売費
（千円） 

一般管理費
（千円） 

合計
（千円） 

製造費
（千円） 

供給販売費 
（千円） 

一般管理費 
（千円） 

合計
（千円） 

原材料費計    126,066 － －  126,066  146,477  －  －  146,477

原料費    124,330 － －  124,330  144,566  －  －  144,566

加熱燃料費    1,736 － －  1,736  1,910  －  －  1,910

労務費計    23,663  703,837  334,307  1,061,809  23,870  763,877  308,745  1,096,493

役員給与    － －  102,150  102,150 －  －  119,520  119,520

給料    10,965  411,936  98,711  521,613  12,037  423,395  71,514  506,946

雑給    1,873  17,384  23,544  42,802  1,775  15,924  19,208  36,907

賞与手当    4,336  106,473  25,482  136,292  3,576  123,149  16,772  143,498

賞与引当金繰入
額    1,755  57,169  14,659  73,583  1,935  58,391  14,193  74,519

法定福利費    2,094  68,411  23,150  93,656  2,245  78,326  21,964  102,536

厚生福利費    1,061  27,789  16,893  45,744  730  35,066  16,798  52,595

退職給付費用    1,578  59,252  19,146  79,976  1,570  72,167  4,635  78,373

役員退職慰労引
当金繰入額    － －  10,569  10,569 －  －  24,139  24,139

労務費振替    － △44,578 － △44,578 －  △42,542  － △42,542

経費計    11,176  1,008,408  199,999  1,219,584  7,223  998,343  191,205  1,196,772

修繕費    6,383  25,619  2,057  34,060  2,060  24,420  390  26,871

ガスホルダー修
繕引当金繰入額    －  34,736 －  34,736 －  33,973  －  33,973

電力料    1,380  2,249  5,866  9,496  1,463  2,276  6,491  10,231

水道料    7  143  708  859  22  151  729  904

使用ガス費    －  516  1,715  2,231 －  572  2,563  3,136

消耗品費    358  155,745  33,365  189,469  614  123,959  28,777  153,351

運賃    －  475  4  480 －  826  1  827

旅費交通費    －  1,270  1,810  3,080 －  1,517  1,824  3,342

通信費    －  29,828  6,747  36,576 －  31,528  5,348  36,877

保険料    386  19,960  839  21,186  416  18,371  1,270  20,058

賃借料    －  95,140  17,639  112,779 －  79,865  18,619  98,485

委託作業費    185  233,883  16,567  250,637  185  177,344  13,416  190,945

租税課金 ※  2,448  117,449  62,327  182,225  2,448  115,666  58,767  176,882

教育費    －  2,632  1,143  3,775 －  4,574  1,601  6,175

需要開発費    －  265,035 －  265,035 －  362,637  －  362,637

固定資産除却費    －  13,594  385  13,979 －  10,984  1,527  12,512
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 （注）※ 租税課金の内訳はつぎのとおりであります。 

    
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

製造費 
（千円） 

供給販売費
（千円） 

一般管理費
（千円） 

合計
（千円） 

製造費
（千円） 

供給販売費 
（千円） 

一般管理費 
（千円） 

合計
（千円） 

貸倒償却    －  584 －  584 －  1,333  －  1,333

貸倒引当金繰入
額    －  720 －  720 －  450  －  450

雑費    26  11,989  48,820  60,836  12  10,879  49,874  60,766

経費振替    － △3,168 － △3,168 －  △2,990  － △2,990

減価償却費    11,250  1,473,488  18,801  1,503,540  9,265  1,488,144  41,633  1,539,043

計    172,158  3,185,734  553,108  3,911,001  186,835  3,250,366  541,584  3,978,786

  前事業年度 当事業年度 

固定資産税・都市計画税（千円）  74,270  73,591

道路占用料（千円）  45,440  45,029

その他（千円）  62,514  58,260

計（千円）  182,225  176,882
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 600,000 600,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 600,000 600,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 203,838 203,838

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 203,838 203,838

資本剰余金合計   

前期末残高 203,838 203,838

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 203,838 203,838

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 75,651 75,651

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 75,651 75,651

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,005,800 4,255,800

当期変動額   

別途積立金の積立 250,000 250,000

当期変動額合計 250,000 250,000

当期末残高 4,255,800 4,505,800

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,002,628 1,063,474

当期変動額   

剰余金の配当 △52,969 △52,969

別途積立金の積立 △250,000 △250,000

当期純利益 363,815 220,813

当期変動額合計 60,845 △82,156

当期末残高 1,063,474 981,317

利益剰余金合計   

前期末残高 5,084,080 5,394,925

当期変動額   

剰余金の配当 △52,969 △52,969

当期純利益 363,815 220,813

当期変動額合計 310,845 167,843

当期末残高 5,394,925 5,562,769
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △9,078 △9,078

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △9,078 △9,078

株主資本合計   

前期末残高 5,878,839 6,189,685

当期変動額   

剰余金の配当 △52,969 △52,969

当期純利益 363,815 220,813

当期変動額合計 310,845 167,843

当期末残高 6,189,685 6,357,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,703 3,275

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 572 △1,744

当期変動額合計 572 △1,744

当期末残高 3,275 1,531

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,703 3,275

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 572 △1,744

当期変動額合計 572 △1,744

当期末残高 3,275 1,531

純資産合計   

前期末残高 5,881,542 6,192,961

当期変動額   

剰余金の配当 △52,969 △52,969

当期純利益 363,815 220,813

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 572 △1,744

当期変動額合計 311,418 166,099

当期末残高 6,192,961 6,359,061
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 535,248 350,806

減価償却費 1,502,430 1,553,111

のれん償却額 42,856 28,756

長期前払費用償却額 41,757 43,535

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,760 △30

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,119 928

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50,132 △27,242

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51,311 24,139

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） △43,505 △38,645

受取利息及び受取配当金 △636 △570

支払利息 51,433 41,232

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △75,752 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 260

有形固定資産除却損 8,592 8,876

有形固定資産売却損益（△は益） 321 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,501 25,546

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,964 16,804

仕入債務の増減額（△は減少） 57,767 5,579

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） 28,241 △20,393

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,052 －

その他 106,098 △67,278

小計 2,151,466 1,945,417

利息及び配当金の受取額 636 570

利息の支払額 △52,303 △41,788

法人税等の支払額 △229,705 △99,358

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,870,093 1,804,840

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △328

有形固定資産の取得による支出 △1,174,401 △1,443,032

有形固定資産の売却による収入 1,603 －

無形固定資産の取得による支出 △8,520 △12,474

工事負担金等受入による収入 30,978 51,433

長期前払費用の取得による支出 △360 △13,186

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 5,972 5,315

その他 24,379 △3,336

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,121,347 △1,415,610
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 500,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △500,000 △500,000

長期借入れによる収入 200,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △919,444 △766,900

配当金の支払額 △52,745 △52,731

その他 △88,057 △18,097

財務活動によるキャッシュ・フロー △860,247 △237,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △111,502 151,502

現金及び現金同等物の期首残高 1,272,572 1,301,680

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 140,609 －

現金及び現金同等物の期末残高 1,301,680 1,453,182
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 該当事項はありません。  

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。ただし、

建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  建物及び構築物    ７年～50年 

機械装置       ５年～20年 

導管         13年～22年 

  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、のれんについては、取得後５年

間で均等償却しております。また、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）に基づく定

額法によっております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）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 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

については、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。 

(3）リース資産 

同左 

２．有価証券の評価基準及び

評価方法 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 期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

算定しております。） 

 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 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 主として移動平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定） 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績繰入率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 

（追加情報） 

 退職給付制度のうち、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

て特別損失に12,702千円計上しておりま

す。 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 

  (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

  (4）ガスホルダー修繕引当金 

 球形ガスホルダーの周期的な修繕に要

する費用の支出に備えるため、次回修繕

見積額を次回修繕までの期間に配分計上

しております。 

(4）ガスホルダー修繕引当金 

同左 

  (5）賞与引当金 

 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

期の負担額を計上しております。 

(5）賞与引当金 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 現在行っているのは特例処理の要件を

満たしている金利スワップのみであり、

これについては、特例処理を採用してお

ります。 

(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 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

 借入金 

ヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 当社の内規である「デリバティブ取引

規程」に基づき、借入金の金利変動リス

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のみであ

り、有効性の評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

項目 
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

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ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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、控除対象外消費税及び

地方消費税は、当期の費用として処理して

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 

(7）重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当事業年度より、「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。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

(8）財務諸表に関する注記事項

（持分法投資損益等関係）
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前事業年度（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リノーバ東日本株式会社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その事業の内容 

①結合企業 

名称 東日本ガス株式会社 

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 リノーバ東日本株式会社 

事業の内容 住宅リフォーム事業 

(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、リノーバ東日本株式会社を消滅会社とする吸収合併であり、結合後の名称は東日本ガス株式

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 

リノーバ東日本株式会社は、主に住宅リフォーム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、経営の効率化とともにお客さまへのサービス強化を図るためであります。 

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  173,997千円 

負債合計   78,245千円 

(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リノーバ東日本株式会社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75,752千円を特別利益の「抱合せ株式消滅差益」として計上いたしました。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（企業結合等関係）
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当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、都市ガス事業及びＬＰガス事業を営んでおり、取り扱う製品・サービスによって、経営単位を独

立させ戦略的に事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、取り扱う製品・サービス別のセグメントである「都市ガス事業」及び「ＬＰガス事

業」の２つを報告セグメントとしております。 

「都市ガス事業」は、ガス導管を通じて供給する都市ガス・需要家ガス設備工事・都市ガス用ガスヒート

ポンプエアコン（ＧＨＰ）・温水式ガス床暖房・給湯器等ガス機器・需要家へのリフォーム工事等を販売し

ております。「ＬＰガス事業」は、ＬＰガス販売・ＬＰガス機器販売・ＬＰガス充填及びＬＰガス容器耐圧

検査の受託業務・オートガス等の販売を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一でありま

す。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日） 

（注）売上高には、営業雑収益及び附帯事業収益を含めております。 

  

（セグメント情報等）

セグメント情報

   

報告セグメント
調整額 
（千円） 

合計
（千円） 都市ガス事

業（千円） 
ＬＰガス事
業（千円） 

計
（千円） 

売上高（注）                              

外部顧客への売上高  8,246,265  1,374,869  9,621,134  －  9,621,134

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  8,246,265  1,374,869  9,621,134  －  9,621,134

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
 1,027,613  △10,769  1,016,843  △499,944  516,899

セグメント資産  10,029,071  313,851  10,342,922  2,156,446  12,499,369

その他の項目                              

減価償却費  1,468,383  12,989  1,481,373  21,057  1,502,430

のれんの償却額  14,100  28,756  42,856  －  42,856

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 1,431,197  39,307  1,470,504  174,012  1,644,517
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当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日） 

（注）売上高には、営業雑収益及び附帯事業収益を含めております。 

  

４．報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（単位：千円） 

（注）全社資産は、報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社部門に係る資産等であります。 

（単位：千円）

（注）減価償却費の調整額は、全社資産に係る償却額であります。 

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、業務設備（本社部門に係る資産等）の設備投

資額であります。 

  

（追加情報） 

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

   

報告セグメント
調整額 
（千円） 

合計
（千円） 都市ガス事

業（千円） 
ＬＰガス事
業（千円） 

計
（千円） 

売上高（注）                              

外部顧客への売上高  8,296,896  1,604,177  9,901,073  －  9,901,073

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  8,296,896  1,604,177  9,901,073  －  9,901,073

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
 892,634  △19,276  873,358  △489,621  383,736

セグメント資産  10,021,201  294,146  10,315,347  2,480,205  12,795,552

その他の項目                              

減価償却費  1,494,700  14,068  1,508,768  44,342  1,553,111

のれんの償却額  －  28,756  28,756  －  28,756

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 1,570,337  11,740  1,582,078  248,117  1,830,195

セグメント利益 前事業年度 当事業年度 

報告セグメント計  1,016,843  873,358

全社費用（注）  △499,944  △489,621

財務諸表の営業利益  516,899  383,736

セグメント資産 前事業年度 当事業年度 

報告セグメント計  10,342,922  10,315,347

全社資産（注）  2,156,446  2,480,205

財務諸表の資産合計  12,499,369  12,795,552

その他の項目
報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度

減価償却費  1,481,373  1,508,768  21,057  44,342  1,502,430  1,553,111

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 1,470,504  1,582,078  174,012  248,117  1,644,517  1,830,195
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 （注）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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭818 41

１株当たり当期純利益 円08銭48

１株当たり純資産額 円 銭840 36

１株当たり当期純利益 円 銭29 18

 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。 

 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 
前事業年度末

（平成22年３月31日） 
当事業年度末

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  6,192,961  6,359,061

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  6,192,961  6,359,061

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（千株） 
 7,567  7,567

項目 
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当期純利益（千円）  363,815  220,813

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  363,815  220,813

普通株式の期中平均株式数（千株）  7,567  7,567

（重要な後発事象）
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役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

５．その他
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