
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成23年4月27日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 新日本瓦斯株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9542 URL http://www.shinnihon-gas.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山本 勝

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 小林 虎雄 TEL 048-592-2411
定時株主総会開催予定日 平成23年6月24日 配当支払開始予定日 平成23年6月27日

有価証券報告書提出予定日 平成23年6月24日

決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 無

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 9,983 5.1 273 12.9 264 16.2 162 △13.4

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

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 18.03 ― 2.6 2.1 2.7
22年3月期 20.83 ― 3.0 1.8 2.5

（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 12,419 6,393 51.5 710.65
22年3月期 12,419 6,281 50.6 698.18

（参考） 自己資本  23年3月期  6,393百万円 22年3月期  6,281百万円

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 2,213 △1,635 △165 1,468
22年3月期 2,276 △2,095 △194 1,055

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00 44 24.0 0.7
23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 44 27.7 0.7

24年3月期(予想) ― 2.50 ― 2.50 5.00 22.5

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) 4,450 △0.4 △113 ― △120 ― △80 ― △8.89

通期 10,300 3.2 350 28.2 330 24.9 200 23.3 22.23



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、添付資料14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） 

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 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 3,050 株 22年3月期 2,830 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 8,997,079 株 22年3月期 8,997,194 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の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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、添付資
料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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３月11日に発生した東日本大震災につきまして、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、新興国向けの輸出増や政府の経済対策効果により景気回復の兆し
が見られたものの、原油価格の高騰、円高の進行、株価の低迷、雇用・所得環境の悪化等回復力の乏し
い状況が続いております。さらに東日本大震災や原発被害の影響から景気の先行き不透明感が高まりま
した。 
エネルギー業界では、景気の一部回復により工業用エネルギー需要が持ち直しを見せましたが、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、加えてわが国の温室効果
ガスについて25％削減を目指す国を挙げた取り組みが行われる中、東日本大震災により電力不足に備え
た動きが活発になると予想され、燃料電池や太陽光発電等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、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。 
この結果、当事業年度の売上高は、9,983,032千円（前期比5.1％増)、利益面におきましては、経費
節減に努めました結果、経常利益は、264,139千円（前期比16.2％増)となりましたが、当期純利益は、
前期に特別利益(ＬＰガス容器売却益等)の計上があったため、前期比13.4％減の162,230千円となりま
した。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当事業年度末におけるお客さま件数は、68,037件（前期末比1,526件増）となりました。 
ガス販売量の家庭用は、新規のお客さまの増加により26,081千㎥（前期比1.8％増）となりました。
業務用（商業用・工業用・その他用）においても同様に、新規の大口お客さまの獲得により26,025千㎥
（前期比6.3％増）、合計ガス販売量は、52,106千㎥（前期比４％増）となり、ガス売上高は、
6,196,110千円（前期比8.1％増）となりました。 
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等から工事・器具の売上高は、
1,806,718千円（前期比1.1％増）となりました。 
この結果、都市ガス事業全体の売上高は、8,002,829千円（前期比6.4％増）となり、セグメント利益
（営業利益）は799,214千円となりました。 

ＬＰガスの当事業年度末におけるお客さま件数は、18,009件（前期末比1,471件増）となりました。
ガス販売量は、積極的な新規開拓による家庭用・業務用販売量が増加したこと等により、9,944ｔ（前
期比6.7％増）となりました。 
ＬＰガスの売上高は、1,575,308千円（前期比4.4％増）となりました。 
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、404,894千円
（前期比13.8％減）となりました。 
この結果、ＬＰガス事業全体の売上高は、1,980,203千円（前期比0.1％増）となり、セグメント損失
（営業損失）は162,173千円となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

都市ガス事業

ＬＰガス事業
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部門別売上高 

   
(注) １ 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。 

２ 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） 

都市ガス販売量及びＬＰガス販売量は、家庭用及び業務用ともに、新規開拓を積極的に推進してまい
りますが、３月11日に発生した東日本大震災やその後の原発事故により輪番停電が予定されていること
から、当事業年度に比べ0.4％増の52,300千㎥、ＬＰガス販売量は0.6％増の10,000ｔ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。 

 

①資産、負債、純資産の状況 
総資産は、開発費償却に伴う繰延資産の減少がありましたが、設備投資に伴う有形固定資産の増加に
より前事業年度末とほぼ同額の12,419,520千円となりました。 
負債合計は、前事業年度末に比べて、111,700千円減少し6,025,869千円(前期比1.8％減)となりまし
た。これは主に、長期借入金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、112,048千円増加し、6,393,650千円(前期比1.8％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。 
  
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」といいます)は、前事業年度末に比べ
412,670千円増加の1,468,431千円(前期比39.1％増)となりました。 
営業活動により得られた資金は、前事業年度末に比べ62,482千円減少の2,213,771千円(前期比2.7％
減)となりました。この主な収入要因は減価償却費1,338,297千円であり、主な支出要因は役員退職慰労
引当金の減少99,766千円であります。 
投資活動により使用した資金は、前事業年度末に比べ460,433千円減の1,635,329千円(前期比22％減)
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1,518,150千円
であります。 
財務活動により使用した資金は、前事業年度末に比べ28,890千円減の165,771千円(前期比14.8％減)
となりました。これは主に長期借入れによる収入1,000,000千円、長期借入金の返済による支出
1,115,759千円であります。 

区   分

第45期 
平成22年３月期

第46期
平成23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 ％

都市ガス事業 7,520,716 79.2 8,002,829 80.2 482,112 6.4

ガス 5,733,114 60.4 6,196,110 62.1 462,996 8.1

工事・器具他 1,787,602 18.8 1,806,718 18.1 19,115 1.1

ＬＰガス事業 1,978,107 20.8 1,980,203 19.8 2,095 0.1

ＬＰガス 1,508,315 15.9 1,575,308 15.8 66,993 4.4

工事・器具他 469,791 4.9 404,894 4.0 △64,897 △13.8

合     計 9,498,824 100 9,983,032 100 484,208 5.1

項     目
第47期(見通し)
平成24年3月期

第46期(実績)
平成23年3月期

増  減
増減率 
(％)

 都市ガス販売量(千㎥) 52,300 52,106 193 0.4

 ＬＰガス販売量(t) 10,000 9,944 55 0.6

 売上高(千円) 10,300,000 9,983,032 316,967 3.2

 営業利益(千円) 350,000 273,018 76,981 28.2

 経常利益(千円) 330,000 264,139 65,860 24.9

 当期純利益(千円) 200,000 162,230 37,769 23.3

（２）財政状態に関する分析
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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19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。 

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 平成23年３月期

自己資本比率 48.0 48.1 48.6 50.6 51.5

時価ベースの自己資本比率 35.3 27.7 22.4 21.9 26.4

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

─ ─ ─ 1.4 1.4

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

─ ─ ─ 63.2 68.2

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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上記２項目につきましては、平成22年３月期決算短信（平成22年４月28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.shinnihon-gas.co.jp 

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

  

当社の主体であるガス事業を取巻く経営環境は、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、加えてわが国の温室効果ガスについて25％削減を目指す国を挙げた取り
組みが行われる中、東日本大震災により電力不足に備えた動きが活発になると予想され、燃料電池や太
陽光発電等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、当社の存在価値を高めていくため、次の７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 経年ガス導管の計画的な入替を行ない、お客さまに安心してガスをお使いいただけるよう保安の高
品質化に努めます。 

④ 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。 
⑤ 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。 

⑥ 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。 
⑦ 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。 

  

去る３月11日に発生した東日本大震災やその後の原発事故等により、回復傾向にあった日本経済の先
行きは一層不透明感を強め、個人消費の低迷、雇用情勢の改善が見られない等依然として厳しい状態で
推移するものと予想されます。 
こうした中にあって、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、自然エネルギー等環境にやさしいエネルギーでベス
トミックスな省エネ・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対策の高品質化に
取り組み、安定供給に取組んでまいります。 
なお、当社は、本年６月に創立45年の節目の年を迎えます。全社員一丸となって更なる業績の向上に
努めてまいります。 
  

該当事項はありません。 

２．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

（当社ホームページ）

(東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

（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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３．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

供給設備 7,273,867 7,477,707

業務設備 696,503 689,090

附帯事業設備 443,353 406,956

建設仮勘定 95,535 1,770

有形固定資産合計 8,509,259 8,575,524

無形固定資産

のれん 179,985 130,859

その他無形固定資産 26,764 23,040

無形固定資産合計 206,749 153,900

投資その他の資産

投資有価証券 76,445 78,260

社内長期貸付金 53,745 47,552

出資金 12,468 12,468

長期前払費用 189,547 259,871

繰延税金資産 197,299 138,844

その他投資 134,028 137,924

投資その他の資産合計 663,535 674,921

固定資産合計 9,379,544 9,404,346

流動資産

現金及び預金 1,055,761 1,468,431

受取手形 139,872 33,962

売掛金 454,686 513,093

関係会社売掛金 38 －

未収入金 91,546 79,434

製品 105,181 110,771

貯蔵品 73,843 38,189

前払金 848 5,465

前払費用 9,066 10,705

繰延税金資産 61,150 62,429

その他流動資産 15,044 20,308

附帯事業売掛金 207,537 212,301

附帯事業流動資産 43,608 49,171

貸倒引当金 △41,703 △57,004

流動資産合計 2,216,483 2,547,260

繰延資産

開発費 823,145 467,913

繰延資産合計 823,145 467,913

資産合計 12,419,172 12,419,520
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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 2,237,335 2,130,600

退職給付引当金 245,544 260,301

役員退職慰労引当金 201,134 101,368

ガスホルダー修繕引当金 54,648 66,709

その他固定負債 142,151 152,197

固定負債合計 2,880,814 2,711,175

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,059,082 1,065,679

支払手形 164,700 159,711

買掛金 321,713 376,614

未払金 151,600 146,458

未払費用 51,768 55,885

未払法人税等 26,762 64,835

前受金 2,459 5,692

預り金 13,542 13,421

関係会社支払手形 712,522 770,671

関係会社買掛金 106,249 76,326

関係会社未払金 338,665 265,436

賞与引当金 87,934 86,503

その他流動負債 1,474 1,475

附帯事業流動負債 218,282 225,981

流動負債合計 3,256,756 3,314,693

負債合計 6,137,570 6,025,869

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 3,399,500

繰越利益剰余金 2,287,543 2,304,788

利益剰余金合計 5,680,327 5,797,572

自己株式 △1,183 △1,267

株主資本合計 6,251,692 6,368,853

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 29,910 24,797

評価・換算差額等合計 29,910 24,797

純資産合計 6,281,602 6,393,650

負債純資産合計 12,419,172 12,419,520
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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 5,733,114 6,196,110

売上原価

期首たな卸高 88,392 105,181

当期製品製造原価 66,964 －

当期製品仕入高 1,960,163 2,337,416

当期製品自家使用高 5,387 5,381

期末たな卸高 105,181 110,771

売上原価合計 2,004,951 2,326,444

売上総利益 3,728,162 3,869,665

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 3,176,572 3,218,907

一般管理費 452,760 413,709

供給販売費及び一般管理費合計 3,629,332 3,632,616

事業利益 98,829 237,049

営業雑収益

受注工事収益 268,517 285,097

器具販売収益 1,463,850 1,521,620

その他営業雑収益 55,235 －

営業雑収益合計 1,787,602 1,806,718

営業雑費用

受注工事費用 267,495 281,780

器具販売費用 1,273,294 1,326,795

営業雑費用合計 1,540,790 1,608,575

附帯事業収益 1,978,107 1,980,203

附帯事業費用 2,081,831 2,142,376

営業利益 241,918 273,018

営業外収益

受取利息 732 655

受取配当金 1,343 1,484

受取保険金 － 6,628

保険配当金 3,402 4,415

保険返戻金 1,664 －

のれん売却益 2,666 －

雑収入 12,083 10,368

営業外収益合計 21,893 23,552

営業外費用

支払利息 36,441 32,432

営業外費用合計 36,441 32,432

経常利益 227,370 264,139
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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

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 3,139 2,500

ゴルフ会員権売却損 － 409

特別損失合計 15,829 3,831

税引前当期純利益 291,708 260,318

法人税等 2,898 38,016

法人税等調整額 101,426 60,071

法人税等合計 104,325 98,087

当期純利益 187,383 162,230
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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 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 3,299,500 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 3,399,500

繰越利益剰余金

前期末残高 2,145,146 2,287,543

当期変動額

剰余金の配当 △44,986 △44,985

別途積立金の積立 － △100,000

当期純利益 187,383 162,230

当期変動額合計 142,396 17,245

当期末残高 2,287,543 2,304,788

利益剰余金合計

前期末残高 5,537,930 5,680,327

当期変動額

剰余金の配当 △44,986 △44,985

当期純利益 187,383 162,230

当期変動額合計 142,396 117,245

当期末残高 5,680,327 5,797,572

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成23年３月期決算短信 〔日本基準〕 (非連結)

10



(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 △1,171 △1,183

当期変動額

自己株式の取得 △11 △83

当期変動額合計 △11 △83

当期末残高 △1,183 △1,267

株主資本合計

前期末残高 6,109,306 6,251,692

当期変動額

剰余金の配当 △44,986 △44,985

当期純利益 187,383 162,230

自己株式の取得 △11 △83

当期変動額合計 142,385 117,161

当期末残高 6,251,692 6,368,853

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 26,119 29,910

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,791 △5,113

当期変動額合計 3,791 △5,113

当期末残高 29,910 24,797

評価・換算差額等合計

前期末残高 26,119 29,910

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,791 △5,113

当期変動額合計 3,791 △5,113

当期末残高 29,910 24,797

純資産合計

前期末残高 6,135,426 6,281,602

当期変動額

剰余金の配当 △44,986 △44,985

当期純利益 187,383 162,230

自己株式の取得 △11 △83

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,791 △5,113

当期変動額合計 146,176 112,048

当期末残高 6,281,602 6,393,650
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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 291,708 260,318

減価償却費 1,265,599 1,338,297

のれん償却額 49,125 49,125

長期前払費用償却額 59,690 75,973

繰延資産償却額 455,051 355,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,586 15,301

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,171 △1,431

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,795 14,756

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25,200 △99,766

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 12,060 12,060

受取利息及び受取配当金 △2,075 △2,140

支払利息 36,441 32,432

固定資産売却損益（△は益） △1,680 911

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 4,697

ゴルフ会員権評価損 3,139 2,500

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 409

売上債権の増減額（△は増加） △163,267 42,777

たな卸資産の増減額（△は増加） 55,041 29,128

仕入債務の増減額（△は減少） 72,963 131,577

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,463 △9,434

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 △8,627

小計 2,313,071 2,244,099

利息及び配当金の受取額 2,075 2,140

利息の支払額 △35,994 △32,458

法人税等の支払額 △2,898 △10

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,276,254 2,213,771
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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)

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 △9,822

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 △1,518,150

有形固定資産の売却による収入 1,680 1,649

工事負担金等受入による収入 28,198 32,156

無形固定資産の取得による支出 △11,582 △4,000

長期前払費用の取得による支出 △80,100 △146,297

繰延資産の取得による支出 △273,375 －

その他 △38,437 9,134

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,095,762 △1,635,329

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 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,127,460 △1,115,759

自己株式の取得による支出 △11 △83

配当金の支払額 △44,973 △45,063

リース債務の返済による支出 △2,215 △4,865

財務活動によるキャッシュ・フロー △194,661 △165,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,169 412,670

現金及び現金同等物の期首残高 1,060,579 1,055,761

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 1,468,431
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該当事項はありません。 

 

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。 
  

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。 
従って、当社は事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「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」は都市ガスの供給及び販売、都市ガス用ガス機器の販売、都市ガス工事の設計・施工
をしております。「ＬＰガス事業」はＬＰガスの供給及び販売、ＬＰガス用ガス機器の販売、ＬＰガス工
事の設計・施工をしております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針の変更

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等)
 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。

 この変更に伴い、損益に与える影響はありません。

（７）財務諸表に関する注記事項

(持分法投資損益等)

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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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 

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。 

  

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 

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」における記載と概ね同一であ
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) 

 
(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。 

  

 
(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等であります。 

  

(単位：千円)

報告セグメント

合計

都市ガス事業 ＬＰガス事業

売上高（注）

  外部顧客への売上高 8,002,829 1,980,203 9,983,032

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─

計 8,002,829 1,980,203 9,983,032

セグメント利益又は損失(△) 799,214 △162,173 637,041

セグメント資産 10,051,614 796,700 10,848,314

その他の項目

  減価償却費 1,257,973 57,235 1,315,209

  のれんの償却額 46,385 2,740 49,125

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

1,451,612 19,516 1,471,128

（単位：千円）

利益 当事業年度

報告セグメント計 637,041

全社費用（注） △364,022

財務諸表の営業利益 273,018

（単位：千円）

資産 当事業年度

報告セグメント計 10,848,314

全社資産（注） 1,571,205

財務諸表の資産合計 12,419,520
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(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社設備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。 

  

 
(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。 

(単位：千円)

報告セグメント計 調整額（注） 財務諸表計上額

当事業年度 当事業年度 当事業年度

減価償却費 1,315,209 23,088 1,338,297

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

1,471,128 33,808 1,504,936

(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 698円18銭 １株当たり純資産額 710円65銭

１株当たり当期純利益 20円83銭 １株当たり当期純利益 18円３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。

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

貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) 6,281,602 6,393,650

普通株式に係る純資産額 (千円) 6,281,602 6,393,650

普通株式の発行済株式数 (千株) 9,000 9,000

普通株式の自己株式数 (千株) 2 3

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 8,996

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)

損益計算書上の当期純利益 (千円) 187,383 162,230

普通株式に係る当期純利益 (千円) 187,383 162,230

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 8,997

(重要な後発事象)
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