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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 6,998 2.3 8 ― △1 ― △19 ―

23年3月期第3四半期 6,841 5.6 △118 ― △122 ― △82 ―

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3四半期 △2.20 ―

23年3月期第3四半期 △9.19 ―

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3四半期 11,215 6,320 56.4 702.49
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3四半期  6,320百万円 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  ：  無  

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3Q 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3Q 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3Q 8,996,912 株 23年3月期3Q 8,997,102 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23年４月～平成23年12月）の新規お客さま件数は、都市ガス・ＬＰガス
事業合計で前期末比3.1％増の2,625件増加いたしました。同期間の売上高は、新規家庭用・業務用のお
客さまの増加はありましたものの、家庭用においては東日本大震災後のエネルギー節約志向、業務用に
おいては計画停電や電力の使用制限等により販売量は伸び悩みいたしましたが、新規大口のお客さま獲
得による業務用ガス販売量の増加及び工事・器具の拡販等により前年同期に比べ2.3％増の6,998,630千
円となりました。 
利益については、工事・器具の利益が前年同期比42.6％増加し、営業利益は8,356千円（前年同期は
118,464千円の営業損失）、これに営業外損益を加減した結果1,635千円の経常損失（前年同期は
122,314千円の経常損失）となり、四半期純損失は19,810千円（前年同期は82,673千円の四半期純損
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〕 
  
新規お客さま件数が前期末比1.8％増の1,217件増加いたしました。 
ガス販売量は、先述のとおり東日本大震災後のエネルギー節約志向が高まった影響で家庭用ガス販売
量が減少したものの、新規大口のお客さま獲得による業務用ガス販売量の増加により前年同期に比べ
0.7％増の35,841千㎥となりました。 
ガス売上高につきましては、ガス販売量の増加により前年同期に比べ1.1％増の4,205,129千円となり
ました。 
都市ガス事業の工事・器具売上高は、経年器具を安全かつ高効率の器具への交換提案、「お客さまの
暮らしの困ったを解決」を目的としたリフォーム提案等積極的な営業活動を展開、また、大口物件の増
加等により前年同期に比べ2.6％増の1,351,164千円となりました。 
この結果、都市ガス事業の売上高は、前年同期に比べ1.5％増の5,556,293千円となりました。 
  
〔ＬＰガス事業〕 
  
新規お客さま件数が前期末比7.8％増の1,408件増加いたしました。 
ガス販売量は、新規のお客さまの獲得がありましたが、都市ガス同様節約志向が高まった影響で前年
同期に比べ1.6％減の6,767ｔ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5.1％増の1,122,448千円となりました。 
ＬＰガス事業の工事・器具売上高は、都市ガス事業同様積極的な営業展開、また、大口物件の増加に
より前年同期に比べ7.9％増の319,888千円となりました。 
この結果、ＬＰガス事業の売上高は、前年同期に比べ5.7％増の1,442,336千円となりました。 

  

当第３四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1,203,772千円減の11,215,747千円となりました。 
当第３四半期会計期間末の負債は、長期借入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1,130,350千円減の4,895,519千円となりました。 
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73,422千円減の6,320,228千円と
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4.9ポイント増の56.4％となり、１株当た
りの純資産は前事業年度末に比べ８円16銭減の702円49銭となりました。 
  

第１四半期から第３四半期にかけての経常利益がマイナスとなりますが、これは当社特有の季節的変動
要因によるものです。 
通期の業績予想につきましては、平成23年４月27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
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

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３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

供給設備 7,477,707 7,256,418

業務設備 689,090 672,815

附帯事業設備 406,956 365,382

建設仮勘定 1,770 26,532

有形固定資産合計 8,575,524 8,321,149

無形固定資産

のれん 130,859 96,198

その他無形固定資産 23,040 61,279

無形固定資産合計 153,900 157,477

投資その他の資産

投資有価証券 78,260 61,303

社内長期貸付金 47,552 44,549

出資金 12,468 12,468

長期前払費用 259,871 289,681

繰延税金資産 138,844 149,104

その他投資 137,924 151,342

投資その他の資産合計 674,921 708,449

固定資産合計 9,404,346 9,187,076

流動資産

現金及び預金 1,468,431 777,135

受取手形 33,962 21,920

売掛金 513,093 461,081

未収入金 79,434 79,250

製品 110,771 129,449

貯蔵品 38,189 48,962

前払金 5,465 8,397

前払費用 10,705 41,022

繰延税金資産 62,429 28,145

その他流動資産 20,308 22,375

附帯事業売掛金 212,301 141,787

附帯事業流動資産 49,171 47,997

貸倒引当金 △57,004 △54,672

流動資産合計 2,547,260 1,752,854

繰延資産

開発費 467,913 275,816

繰延資産合計 467,913 275,816

資産合計 12,419,520 11,215,747

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

4



(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 2,130,600 1,485,408

退職給付引当金 260,301 259,873

役員退職慰労引当金 101,368 113,418

ガスホルダー修繕引当金 66,709 75,754

リース債務 131,386 148,753

その他固定負債 20,811 9,600

固定負債合計 2,711,175 2,092,808

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,065,679 916,213

支払手形 159,711 97,600

買掛金 376,614 318,595

未払金 146,458 149,862

未払費用 55,885 46,057

未払法人税等 64,835 10,273

前受金 5,692 4,695

預り金 13,421 57,253

関係会社支払手形 770,671 889,689

関係会社買掛金 76,326 84,083

関係会社未払金 265,436 35,477

賞与引当金 86,503 32,146

その他流動負債 1,475 1,536

附帯事業流動負債 225,981 159,224

流動負債合計 3,314,693 2,802,710

負債合計 6,025,869 4,895,519

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 2,139,993

利益剰余金合計 5,797,572 5,732,777

自己株式 △1,267 △1,284

株主資本合計 6,368,853 6,304,041

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 24,797 16,186

評価・換算差額等合計 24,797 16,186

純資産合計 6,393,650 6,320,228

負債純資産合計 12,419,520 11,215,747
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

製品売上

ガス売上 4,159,564 4,205,129

売上原価

期首たな卸高 105,181 110,771

当期製品仕入高 1,577,946 1,676,064

当期製品自家使用高 3,527 3,397

期末たな卸高 110,926 129,449

売上原価合計 1,568,673 1,653,988

売上総利益 2,590,891 2,551,140

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 2,406,285 2,415,376

一般管理費 312,966 299,737

供給販売費及び一般管理費合計 2,719,252 2,715,114

事業損失（△） △128,361 △163,973

営業雑収益

受注工事収益 201,073 229,489

器具販売収益 1,115,935 1,121,675

営業雑収益合計 1,317,008 1,351,164

営業雑費用

受注工事費用 201,688 216,872

器具販売費用 968,359 930,615

営業雑費用合計 1,170,047 1,147,488

附帯事業収益 1,364,779 1,442,336

附帯事業費用 1,501,843 1,473,683

営業利益又は営業損失（△） △118,464 8,356

営業外収益

受取利息 527 472

受取配当金 1,484 910

受取保険金 6,926 －

保険配当金 4,415 409

受取補償金 1,430 1,544

雑収入 5,678 7,334

営業外収益合計 20,463 10,671

営業外費用

支払利息 24,313 20,662

営業外費用合計 24,313 20,662

経常損失（△） △122,314 △1,635
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(単位：千円)

前第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)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

特別利益

固定資産売却益 10 4,467

投資有価証券売却益 － 8,640

特別利益合計 10 13,107

特別損失

固定資産売却損 921 －

ゴルフ会員権評価損 － 400

ゴルフ会員権売却損 409 －

特別損失合計 1,330 400

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △123,634 11,072

法人税等調整額 △40,961 30,882

法人税等合計 △40,961 30,882

四半期純損失（△） △82,673 △19,810
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当第３四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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23年４月１日 至 平成23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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