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1.  平成24年3月期の業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 10,812 9.2 330 △13.8 301 △14.2 167 △23.9

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

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 ％ ％ ％

24年3月期 22.19 ― 2.6 2.4 3.1
23年3月期 29.18 ― 3.5 2.8 3.9

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 12,598 6,472 51.4 855.38
23年3月期 12,795 6,359 49.7 840.36

（参考） 自己資本   24年3月期  6,472百万円 23年3月期  6,359百万円

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

24年3月期 1,937 △1,929 △345 1,116
23年3月期 1,804 △1,415 △237 1,453

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 ％ ％

23年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 52 24.0 0.8
24年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 52 31.5 0.8

25年3月期(予想) ― 3.50 ― 3.50 7.00 25.2

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 4,802 6.9 △79 ― △92 ― △61 ― △8.06

通期 11,200 3.6 340 2.8 314 4.3 210 25.0 27.75



※  注記事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、22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 7,586,000 株 23年3月期 7,586,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期 18,987 株 23年3月期 18,938 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 7,567,054 株 23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  

当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災の甚大な被害による厳しい状況から持ち直しの兆しが見られたも

のの、急激な円高による業況判断の低下や企業収益の低迷が懸念される状況にあり、個人消費につきましても、依然

として雇用・所得環境は厳しく先行き不透明な状況で推移いたしました。 

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すと共に節約

志向が伸展し、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、「持続的成長」を成し遂げるため、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、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災により、エネルギー消費の節約

志向の高まりによる影響等を受けてきましたが、需要期が低温で推移したことと供給区域内の深耕と区域拡張による

積極的な営業活動によりお客さま件数が前事業年度末に比べ2.5％増加したことから家庭用は前年並にとどまりまし

た。また、業務用も震災後の稼働状況が回復してきたことにより前年並みとなり、ガス販売量は前年同期に比べ

0.6％の微減となりました。 

売上高につましては、原料費調整制度による調整単価が高く推移したことにより、前年同期に比べ6.1％増収とな

っております。 

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17.6％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前年同期に比べ24.6％と大きく伸びまし

た。その結果、全体の売上高は10,812,143千円（前年同期比9.2％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330,615千円(前年同期比13.8％減）、経常利益は301,169千円（前年同期比14.2％減）、

当期純利益は167,932千円（前年同期比23.9％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2,038戸増の83,913戸となり、ガス販売量は、前年同期に

比べ0.6％減少の49,313千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、東日本大震災後のエネルギー節約志向の高まりにより

ガス消費を押し下げましたが、お客さま件数の増加と、この冬の気温が低めに推移したことにより前年同期に比べ

わずか0.8％減少にとどまり、28,454千ｍ3となりました。また、業務用につきましては、商業用とその他用（公

用）が減少したものの、工業用が10.0％増加したことで、前年同期に比べ0.3％の微減となり、20,858千ｍ3となり

ました。 

ガス売上高につきましては、ガス販売量は減少したものの原料費調整制度による調整単価が前年に比べ高く推移

したことにより、前年同期に比べ6.1％増加の6,996,453千円となりました。 

工事・器具販売の売上高につきましては、ショールームの積極的活用による「安全で快適なガスライフ」を享受

していただくといったきめ細やかな営業活動の展開に加え、11月開催のガス展での販売活動により器具売上が増加

したため、前年同期に比べ10.9％増加の1,892,219千円となりました。 

この結果、都市ガス事業の売上高は前年同期に比べ、7.1％増加の8,888,672千円となり、セグメント利益は前年

同期に比べ8.4％増加の967,558千円となりました。 

〔ＬＰガス事業〕 

当事業年度末のＬＰガスのお客さま件数は、５営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、前事業年度末に比べ2,213戸増の11,994戸となりました。売上高は、ガス販売量が前年同期

に比べ17.6％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19.9％

増加の1,923,471千円となりましたが、新規需要開発の費用等の増加により、173,554千円のセグメント損失（前年

同期セグメント損失19,276千円）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区域内の他燃

料顧客の燃転推進を見込み、当事業年度に比べ1.1％増加の28,779千ｍ3の見通しであります。 

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

1.7％増加の21,221千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1.4％、686千ｍ3増加の50,000千

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、お客さまの件数の増加によるガス販売量の増加と原料費調整

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4.1％増の7,286,641千円、工事・器具売上高は、当

事業年度に比べ6.8％減の1,764,416千円、ＬＰガス事業の売上高は、器具売上高の減少が見込まれるものの、ガス売

上高でお客さま件数の増加によるガス販売量の増加を見込み、当事業年度に比べ11.7％増の2,148,943千円、合計で

は当事業年度に比べ3.6％増の11,200,000千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2.8％増の340,000千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197,195千円（1.5％）減少し12,598,356千円となりま

した。これは主に設備支払手形の決済を進めたことによる現金及び預金が337,113千円（23.2％）減少したことに

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310,831千円（4.8％）減少し6,125,659千円となりました。これは主

に長期借入金の減少等により固定負債が254,799千円（11.1％）減少したこと及び、設備支払手形の減少等により

流動負債が56,031千円（1.4％）減少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113,635千円（1.8％）増加し6,472,696千円となりました。これは

主に利益剰余金が114,963千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1.7ポイント上昇し51.4％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337,113千円減少

し、当事業年度末には1,116,068千円となりました。 

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、1,937,140千円となりました。この主な収入要因は、税引前当期純利益305,584

千円、減価償却費1,589,709千円であります。 

（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、1,929,151千円となりました。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1,949,689千円と工事負担金の受入による収入38,335千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、345,102千円となりました。これは、主に長期借入金の純減少額270,620千円と

配当金の支払額52,780千円を反映したものであります。 

項目 
平成24年度(見通し)

(千円) 

平成23年度(実績) 

(千円) 
増減(千円) 増減率(％) 

ガ ス 販 売 量 (千ｍ3) 50,000 49,313  686 1.4

売     上     高 11,200,000 10,812,143  387,856 3.6

営   業   利   益 340,000 330,615  9,384 2.8

経   常   利   益 314,000 301,169  12,830 4.3

当  期  純  利  益 210,000 167,932  42,067 25.0
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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。 

(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31.5％、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。 

  22年３月期 23年３月期 24年３月期 

自己資本比率 ％ 49.5 ％ 49.7 ％ 51.4

時価ベースの自己資本比率 ％ 19.4 ％ 18.1 ％ 17.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ％ 160.5 ％ 157.1 ％ 132.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ 倍 35.8 倍 43.2 倍 52.7
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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 

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、お客さまのエネルギー利用構造が電気からガスといったマルチエネルギー化の方向にあり

ます。当社の業容拡大のためには第一にお客さまの増大を図り、ガス体エネルギーの利用増大を戦略として位置付

け、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 

当社を取り巻く環境は、東日本大震災の影響による電力不足に起因した経済の停滞を受け、エネルギーの節約志向

や基幹エネルギーのあり方に対する国民の関心が高まることに加え、中東情勢による国際需給環境の逼迫に端を発し

た原料費の高騰といった情勢の中で推移しました。 

この厳しい環境を乗り越え「持続的成長」を成し遂げるためにも、ガス需要の拡大が大きな鍵であり、第一には家

庭用需要の増大のため「新規需要家の一層の増大」と業務用需要の増大のための「他燃料転換」、及び「ガスによる

快適な生活環境を提供する」ための地域ニーズを適確につかむ工夫を盛り込んだガス器具等の拡販が重点課題となっ

ています。 

このため、以下の４つの方針に則り需要拡大による業績の一層の向上に努めてまいります。 

１．新規需要家の増大 

供給区域内の導管延長を中心とした都市ガス普及率の向上とＬＰＧ等の他燃料を使用している顧客の掘り起こしに

プロジェクトチームを結成して新規需要家の獲得を目指します。更には、供給区域の拡張を推進し、需要の拡大を図

ります。 

２．ガス機器等の販売促進 

既存需要家に対して、現状のガス使用状況等を分析しニーズに合わせた快適なガスライフを楽しんでいただくため

の安全で快適なガスシステムを提案し、収益の増大のみならずガス消費量の増大を推進いたします。 

３．設備投資 

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

ための経年管の入れ替え等供給改善投資を計画的に実施いたします。また、効率的な業務推進のため事業所の統合を

進めるために社屋を新設します。 

４．社員育成の充実 

①主任技術者資格取得促進のための勉強会の実施、②器具メーカーが実施する研修会の参加、③社員、管理職、役

員に対し公正な部下評価を行うためのマネジメント研修会の実施等社員教育の充実を図り、同時にコンプライアンス

の確保を図ってまいります。 

(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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 332,378 324,687

供給設備 8,877,700 8,905,211

業務設備 693,158 677,330

附帯事業設備 98,389 128,828

建設仮勘定 27,618 27,022

有形固定資産合計 10,029,246 10,063,079

無形固定資産   

のれん 47,103 18,818

借地権 6,900 6,900

その他無形固定資産 35,069 43,920

無形固定資産合計 89,073 69,638

投資その他の資産   

投資有価証券 9,483 6,302

社内長期貸付金 30,541 34,497

長期前払費用 130,838 90,206

繰延税金資産 147,393 130,119

その他投資 119,814 117,935

投資その他の資産合計 438,071 379,061

固定資産合計 10,556,391 10,511,779

流動資産   

現金及び預金 1,453,182 1,116,068

受取手形 20,800 4,515

売掛金 287,782 379,881

関係会社売掛金 6,274 7,510

未収入金 99,407 123,195

製品 140,668 188,996

原料 3,538 3,403

貯蔵品 24,937 21,362

前払費用 10,455 13,790

関係会社短期債権 154 146

繰延税金資産 46,874 42,267

その他流動資産 5,336 4,870

附帯事業流動資産 148,838 188,968

貸倒引当金 △9,090 △8,400

流動資産合計 2,239,161 2,086,577

資産合計 12,795,552 12,598,356
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 1,663,910 1,438,700

退職給付引当金 263,451 256,796

役員退職慰労引当金 89,067 113,206

ガスホルダー修繕引当金 166,713 128,520

その他固定負債 105,439 96,558

固定負債合計 2,288,582 2,033,782

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 695,307 655,997

買掛金 317,958 430,424

短期借入金 500,000 500,000

未払金 211,957 274,801

未払費用 31,120 30,165

未払法人税等 149,940 144,597

前受金 24,052 6,794

預り金 32,229 51,309

関係会社支払手形 1,557,055 1,244,168

関係会社買掛金 74,441 76,329

関係会社未払金 333,646 407,943

賞与引当金 74,579 74,202

附帯事業流動負債 145,620 195,143

流動負債合計 4,147,909 4,091,877

負債合計 6,436,491 6,125,659

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 4,505,800 4,755,800

繰越利益剰余金 981,317 846,281

利益剰余金合計 5,562,769 5,677,733

自己株式 △9,078 △9,091

株主資本合計 6,357,529 6,472,479

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,531 217

評価・換算差額等合計 1,531 217

純資産合計 6,359,061 6,472,696

負債純資産合計 12,795,552 12,598,356
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

製品売上   

ガス売上 6,591,111 6,996,453

製品売上合計 6,591,111 6,996,453

売上原価   

期首たな卸高 150,402 140,668

当期製品製造原価 186,835 184,464

当期製品仕入高 2,531,704 3,037,693

当期製品自家使用高 15,840 17,187

期末たな卸高 140,668 188,996

売上原価合計 2,712,434 3,156,641

売上総利益 3,878,677 3,839,811

供給販売費 3,250,366 3,156,500

一般管理費 541,584 514,109

供給販売費及び一般管理費合計 3,791,950 3,670,610

事業利益 86,726 169,201

営業雑収益   

受注工事収益 332,349 342,814

器具販売収益 1,373,436 1,549,404

営業雑収益合計 1,705,785 1,892,219

営業雑費用   

受注工事費用 284,751 299,977

器具販売費用 1,104,748 1,257,273

営業雑費用合計 1,389,499 1,557,251

附帯事業収益 1,604,177 1,923,471

附帯事業費用 1,623,453 2,097,026

営業利益 383,736 330,615

営業外収益   

受取利息 433 363

受取配当金 137 151

不動産賃貸料 1,940 2,230

保険配当金 4,261 367

受取保険金 611 1,997

雑収入 1,709 1,925

営業外収益合計 9,093 7,035

営業外費用   

支払利息 41,232 36,481

雑支出 530 －

営業外費用合計 41,762 36,481

経常利益 351,066 301,169
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 4,441

特別利益合計 － 4,441

特別損失   

投資有価証券評価損 260 25

特別損失合計 260 25

税引前当期純利益 350,806 305,584

法人税等 120,000 115,000

法人税等調整額 9,993 22,652

法人税等合計 129,993 137,652

当期純利益 220,813 167,932
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（附表）

営業費明細書

    
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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    146,477 － －  146,477  147,018  －  －  147,018

原料費    144,566 － －  144,566  144,829  －  －  144,829

加熱燃料費    1,910 － －  1,910  2,188  －  －  2,188

労務費計    23,870  763,877  308,745  1,096,493  22,414  547,853  278,170  848,438

役員給与    － －  119,520  119,520 －  －  119,520  119,520

給料    12,037  423,395  71,514  506,946  10,422  321,635  60,059  392,136

雑給    1,775  15,924  19,208  36,907  1,855  6,745  5,076  13,677

賞与手当    3,576  123,149  16,772  143,498  3,261  83,967  12,850  100,079

賞与引当金繰入
額    1,935  58,391  14,193  74,519  1,505  48,073  12,480  62,058

法定福利費    2,245  78,326  21,964  102,536  2,010  60,202  19,194  81,408

厚生福利費    730  35,066  16,798  52,595  631  26,529  15,293  42,453

退職給付費用    1,570  72,167  4,635  78,373  2,708  43,619  9,556  55,884

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

労務費振替    － △42,542 － △42,542 －  △42,919  － △42,919

経費計    7,223  998,343  191,205  1,196,772  7,340  1,085,539  190,405  1,283,286

修繕費    2,060  24,420  390  26,871  2,359  22,772  2,551  27,683

ガスホルダー修
繕引当金繰入額    －  33,973 －  33,973 －  34,006  －  34,006

電力料    1,463  2,276  6,491  10,231  1,580  2,359  6,801  10,741

水道料    22  151  729  904  5  191  639  836

使用ガス費    －  572  2,563  3,136 －  546  2,691  3,237

消耗品費    614  123,959  28,777  153,351  456  97,753  22,882  121,092

運賃    －  826  1  827 －  698  3  701

旅費交通費    －  1,517  1,824  3,342 －  1,925  2,144  4,070

通信費    －  31,528  5,348  36,877 －  27,767  4,174  31,942

保険料    416  18,371  1,270  20,058  321  16,807  1,544  18,673

賃借料    －  79,865  18,619  98,485 －  58,419  15,910  74,330

委託作業費    185  177,344  13,416  190,945  169  180,331  16,823  197,323

租税課金 ※1  2,448  115,666  58,767  176,882  2,448  135,476  58,594  196,519

教育費    －  4,574  1,601  6,175 －  3,318  2,352  5,671

需要開発費    －  362,637 －  362,637 －  476,852  －  476,852

固定資産除却費    －  10,984  1,527  12,512 －  20,205  141  20,347
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 （注）※１ 租税課金の内訳はつぎのとおりであります。 

 ２ 原価計算は、単純総合原価計算によっております。 

    
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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    －  1,333 －  1,333 －  1,442  －  1,442

貸倒引当金繰入
額    －  450 －  450 －  70  －  70

雑費    12  10,879  49,874  60,766 －  7,773  53,151  60,924

経費振替    － △2,990 － △2,990 －  △3,181  － △3,181

減価償却費    9,265  1,488,144  41,633  1,539,043  7,691  1,523,107  45,533  1,576,331

計    186,835  3,250,366  541,584  3,978,786  184,464  3,156,500  514,109  3,855,074

  前事業年度 当事業年度 

固定資産税・都市計画税（千円）  73,591  74,350

道路占用料（千円）  45,029  64,460

その他（千円）  58,260  57,708

計（千円）  176,882  196,519
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 4,255,800 4,505,800

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 4,505,800 4,755,800

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,063,474 981,317

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 220,813 167,932

当期変動額合計 △82,156 △135,036

当期末残高 981,317 846,281

利益剰余金合計   

当期首残高 5,394,925 5,562,769

当期変動額   

剰余金の配当 △52,969 △52,969

当期純利益 220,813 167,932

当期変動額合計 167,843 114,963

当期末残高 5,562,769 5,677,733
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △9,078 △9,078

当期変動額   

自己株式の取得 － △13

当期変動額合計 － △13

当期末残高 △9,078 △9,091

株主資本合計   

当期首残高 6,189,685 6,357,529

当期変動額   

剰余金の配当 △52,969 △52,969

当期純利益 220,813 167,932

自己株式の取得 － △13

当期変動額合計 167,843 114,949

当期末残高 6,357,529 6,472,479

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 3,275 1,531

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,744 △1,314

当期変動額合計 △1,744 △1,314

当期末残高 1,531 217

評価・換算差額等合計   

当期首残高 3,275 1,531

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,744 △1,314

当期変動額合計 △1,744 △1,314

当期末残高 1,531 217

純資産合計   

当期首残高 6,192,961 6,359,061

当期変動額   

剰余金の配当 △52,969 △52,969

当期純利益 220,813 167,932

自己株式の取得 － △13

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,744 △1,314

当期変動額合計 166,099 113,635

当期末残高 6,359,061 6,472,696
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 350,806 305,584

減価償却費 1,553,111 1,589,709

のれん償却額 28,756 28,285

長期前払費用償却額 43,535 41,831

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 △690

賞与引当金の増減額（△は減少） 928 △377

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,242 △6,654

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,139 24,139

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） △38,645 △38,193

受取利息及び受取配当金 △570 △514

支払利息 41,232 36,481

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,441

投資有価証券評価損益（△は益） 260 25

有形固定資産除却損 8,876 18,380

売上債権の増減額（△は増加） 25,546 △118,135

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,804 △43,501

仕入債務の増減額（△は減少） 5,579 210,584

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △20,393 △10,141

未払消費税等の増減額（△は減少） － 23,034

その他 △67,278 37,974

小計 1,945,417 2,093,381

利息及び配当金の受取額 570 514

利息の支払額 △41,788 △36,792

法人税等の支払額 △99,358 △119,963

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,804,840 1,937,140

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 △328 －

投資有価証券の売却による収入 － 5,512

有形固定資産の取得による支出 △1,443,032 △1,949,689

有形固定資産の売却による収入 － 215

無形固定資産の取得による支出 △12,474 △19,560

工事負担金等受入による収入 51,433 38,335

長期前払費用の取得による支出 △13,186 －

貸付けによる支出 － △9,500

貸付金の回収による収入 5,315 5,544

その他 △3,336 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,415,610 △1,929,151
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 500,000 800,000

短期借入金の返済による支出 △500,000 △800,000

長期借入れによる収入 600,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △766,900 △670,620

自己株式の取得による支出 － △13

配当金の支払額 △52,731 △52,780

その他 △18,097 △21,688

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,728 △345,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,502 △337,113

現金及び現金同等物の期首残高 1,301,680 1,453,182

現金及び現金同等物の期末残高 1,453,182 1,116,068
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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 
当事業年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24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。 

  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。 

  (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。 

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。） 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

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） 

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。 

  (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。 

  (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。 

  (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。 
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前事業年度（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。 

  

当事業年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

項目 
当事業年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

５．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。 

６．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ます。 

(7）追加情報

当事業年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

(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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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。 

報告セグメントの利益（又は損失）は、営業利益ベースの数値であります。 

  

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22年4月1日 至平成23年3月31日） 

  

（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）
（注）２ 

財務諸表計上
額（千円） 
（注）３ 

都市ガス事
業（千円） 

ＬＰガス事
業（千円） 

計
（千円） 

売上高（注）１                              

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

- 20 -

東日本ガス㈱（9544）平成24年３月分　決算短信（非連結）



当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

  

（注）１．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。 

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

(1）セグメント利益又はセグメント損失（△） 

（単位：千円） 

※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。 

  

(2）セグメント資産 

（単位：千円） 

※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。 

  

(3）その他の項目 

（単位：千円） 

※１．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。 

※２．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。 

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

   

報告セグメント 調整額 
（千円）
（注）２ 

財務諸表計上
額（千円） 
（注）３ 

都市ガス事
業（千円） 

ＬＰガス事
業（千円） 

計
（千円） 

売上高（注）１                              

外部顧客への売上高  8,888,672  1,923,471  10,812,143  －  10,812,143

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  8,888,672  1,923,471  10,812,143  －  10,812,143

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
 967,558  △173,554  794,003  △463,388  330,615

セグメント資産  10,157,420  339,683  10,497,103  2,101,253  12,598,356

その他の項目                              

減価償却費  1,528,008  13,377  1,541,386  48,322  1,589,709

のれんの償却額  －  28,285  28,285  －  28,285

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 1,576,034  43,888  1,619,923  30,153  1,650,077

 前事業年度 当事業年度 

全社費用※  △489,621  △463,388

 前事業年度 当事業年度 

全社資産※  2,480,205  2,101,253

 前事業年度 当事業年度 

減価償却費※１  44,342  48,322

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額※２ 
 248,117  30,153
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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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 円 銭855 38

１株当たり当期純利益 円 銭22 19

 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23年３月31日） 
当事業年度末

（平成24年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  6,359,061  6,472,696

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）  6,359,061  6,472,696

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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当期純利益（千円）  220,813  167,932

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）  220,813  167,932

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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(1）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 

・新任取締役候補 

   社外取締役（非常勤） 大槻昌平 

・退任予定取締役 

   常務取締役法務室長兼供給企画部兼供給保安部兼栄事業所管掌 菅谷健一 

・役職の異動 

   常務取締役供給企画部兼供給保安部兼栄事業所兼監査室兼特需部管掌 矢野勝明（現 常務取締役監査室長

兼管理部兼経理部管掌） 

③ 就任予定日 

  平成24年６月27日 

５．その他
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