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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 4,552 1.9 0 ― △5 ― △3 ―

23年3月期第2四半期 4,469 ― △53 ― △51 ― △36 ―

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

24年3月期第2四半期 △0.39 ―

23年3月期第2四半期 △4.03 ―

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

24年3月期第2四半期 11,356 6,362 56.0 707.23
23年3月期 12,419 6,393 51.5 710.65

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  6,362百万円 23年3月期  6,393百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  

平成24年３月期期末配当金（予想）の内訳 普通配当 ２円50銭 創立45周年記念配当 ２円00銭 

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

23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00

24年3月期 ― 2.50

24年3月期（予想） ― 4.50 7.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 10,300 3.2 350 28.2 330 24.9 200 23.3 22.23



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 9,000,000 株 23年3月期 9,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,096 株 23年3月期 3,050 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,996,916 株 23年3月期2Q 8,997,123 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２四半期累計期間（平成23年４月～平成23年９月）の売上高は、平成23年３月11日に発生した東
日本大震災、原発事故による電力逼迫の影響等から節約志向が高まった影響で都市ガスの売上が減少し
たものの、工事・器具の拡販等により前年同期に比べ1.9％増の4,552,679千円となりました。 
利益については、工事・器具の利益が増加したものの供給販売費等の経費を吸収出来ず5,285千円の
経常損失（前年同期は51,926千円の経常損失）となり、四半期純損失は3,542千円（前年同期は36,218
千円の四半期純損失）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がありましたが、前述のとおり節約志向が高まった影響で前年
同期に比べ1.5％減の23,495千㎥となりました。 
ガス売上高につきましては、ガス販売量の減少により前年同期に比べ0.8％減の2,748,599千円となり
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及び大口
物件の増加等により前年同期に比べ4.9％増の835,335千円となりました。 
この結果、都市ガス事業の売上高は、前年同期に比べ0.5％増の3,583,934千円となりました。 
  
〔ＬＰガス事業〕 
  
ガス販売量は、都市ガス事業同様新規のお客さまの獲得がありましたが、節約志向が高まった影響で
前年同期に比べ2.1％減の4,519ｔとなりました。 
ガス売上高につきましては、ガス販売量の減少があったものの、原料価格高騰によるＬＰガス料金の
見直しを行ったため、前年同期に比べ4.8％増の751,574千円となりました。 
ＬＰガス事業の工事・器具売上高は、都市ガス事業同様高効率給湯器等器具の拡販に積極的な営業展
開及び大口物件の増加により前年同期に比べ17.3％増の217,170千円となりました。 
この結果、ＬＰガス事業の売上高は、前年同期に比べ7.3％増の968,744千円となりました。 

  

当第２四半期会計期間末の総資産は、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1,062,678千円減の11,356,842千円となりました。 
当第２四半期会計期間末の負債は、長期借入金及び買掛金の減少等により前事業年度末に比べ
1,031,875千円減の4,993,994千円となりました。 
純資産は、当第２四半期純損失の計上等により前事業年度末に比べ30,803千円減の6,362,847千円と
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4.5ポイント増の56％となり、１株当たり
の純資産は前事業年度末に比べ３円42銭減の707円23銭となりました。 
  

通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の売上高は当初予想数値を若干上回りました
が、今後の原料価格の動向、需要期の気温・水温の推移等不透明要素があるため、通期の売上高は当初
予想の10,300,000千円を変更しておりません。 
また、当第２四半期累計期間での利益面では東日本大震災の影響が当初予想に比べ少なかった事や設
備投資の期ずれによる減価償却費の減少等の影響により当初予想の赤字幅が減少しましたが、原料価格
等の不透明要素があるため、通期での営業利益、経常利益、当期純利益も現時点では変更しておりませ
ん。 
なお、当社の業績は、季節的変動要因が著しいガス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があります。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

供給設備 7,477,707 7,368,863

業務設備 689,090 676,326

附帯事業設備 406,956 390,817

建設仮勘定 1,770 143,694

有形固定資産合計 8,575,524 8,579,702

無形固定資産

のれん 130,859 108,598

その他無形固定資産 23,040 37,006

無形固定資産合計 153,900 145,605

投資その他の資産

投資有価証券 78,260 71,202

社内長期貸付金 47,552 46,620

出資金 12,468 12,468

長期前払費用 259,871 280,485

繰延税金資産 138,844 144,507

その他投資 137,924 146,754

投資その他の資産合計 674,921 702,038

固定資産合計 9,404,346 9,427,346

流動資産

現金及び預金 1,468,431 719,233

受取手形 33,962 38,005

売掛金 513,093 377,712

未収入金 79,434 34,726

製品 110,771 45,061

貯蔵品 38,189 36,903

前払金 5,465 5,689

前払費用 10,705 59,056

繰延税金資産 62,429 59,462

その他流動資産 20,308 22,610

附帯事業売掛金 212,301 210,877

附帯事業流動資産 49,171 33,266

貸倒引当金 △57,004 △52,959

流動資産合計 2,547,260 1,589,646

繰延資産

開発費 467,913 339,848

繰延資産合計 467,913 339,848

資産合計 12,419,520 11,356,842

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成24年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

3



(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

固定負債

長期借入金 2,130,600 1,677,287

退職給付引当金 260,301 255,322

役員退職慰労引当金 101,368 111,041

ガスホルダー修繕引当金 66,709 72,739

リース債務 131,386 143,086

その他固定負債 20,811 11,520

固定負債合計 2,711,175 2,270,996

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,065,679 971,902

支払手形 159,711 117,800

買掛金 376,614 205,637

未払金 146,458 103,935

未払費用 55,885 54,076

未払法人税等 64,835 23,303

前受金 5,692 42,894

預り金 13,421 13,755

関係会社支払手形 770,671 720,749

関係会社買掛金 76,326 50,552

関係会社未払金 265,436 110,626

賞与引当金 86,503 88,609

その他流動負債 1,475 1,556

附帯事業流動負債 225,981 217,598

流動負債合計 3,314,693 2,722,998

負債合計 6,025,869 4,993,994

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 3,499,500

繰越利益剰余金 2,304,788 2,178,753

利益剰余金合計 5,797,572 5,771,538

自己株式 △1,267 △1,284

株主資本合計 6,368,853 6,342,802

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 24,797 20,045

評価・換算差額等合計 24,797 20,045

純資産合計 6,393,650 6,362,847

負債純資産合計 12,419,520 11,356,842
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

製品売上

ガス売上 2,770,975 2,748,599

売上原価

期首たな卸高 105,181 110,771

当期製品仕入高 973,564 989,405

当期製品自家使用高 2,453 2,156

期末たな卸高 42,621 45,061

売上原価合計 1,033,670 1,052,958

売上総利益 1,737,305 1,695,640

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 1,567,240 1,575,845

一般管理費 216,233 202,801

供給販売費及び一般管理費合計 1,783,473 1,778,647

事業損失（△） △46,168 △83,006

営業雑収益

受注工事収益 122,960 143,737

器具販売収益 673,282 691,597

営業雑収益合計 796,242 835,335

営業雑費用

受注工事費用 125,218 137,495

器具販売費用 588,755 575,008

営業雑費用合計 713,974 712,503

附帯事業収益 902,549 968,744

附帯事業費用 991,739 1,008,054

営業利益又は営業損失（△） △53,090 515

営業外収益

受取利息 366 323

受取配当金 1,229 616

受取保険金 6,542 －

保険配当金 4,415 409

雑収入 4,739 7,149

営業外収益合計 17,293 8,499

営業外費用

支払利息 16,130 14,299

営業外費用合計 16,130 14,299

経常損失（△） △51,926 △5,285

特別利益

固定資産売却益 － 2,138

特別利益合計 － 2,138

特別損失

固定資産売却損 921 －

ゴルフ会員権評価損 － 400

特別損失合計 921 400

税引前四半期純損失（△） △52,847 △3,547

法人税等調整額 △16,629 △5

法人税等合計 △16,629 △5

四半期純損失（△） △36,218 △3,542
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当第２四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 
該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30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

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成24年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

6


