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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 10,350 3.7 482 76.6 475 80.0 275 70.0
23年3月期 9,983 5.1 273 12.9 264 16.2 162 △13.4

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 30.66 ― 4.2 3.9 4.7
23年3月期 18.03 ― 2.6 2.1 2.7

（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 11,769 6,619 56.2 735.77
23年3月期 12,419 6,393 51.5 710.65

（参考） 自己資本  24年3月期  6,619百万円 23年3月期  6,393百万円

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 2,313 △1,481 △1,080 1,220
23年3月期 2,213 △1,635 △165 1,468

2.  配当の状況 

平成24年３月期期末配当金の内訳 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 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 ― 2.50 ― 2.50 5.00 44 27.7 0.7
24年3月期 ― 2.50 ― 4.50 7.00 62 22.8 1.0

25年3月期(予想) ― 3.50 ― 3.50 7.00 16.6

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) 4,800 5.4 20 ― 13 ― 6 ― 0.67
通期 10,800 4.3 600 24.5 580 22.0 380 37.8 42.24



※  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） 

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 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 3,096 株 23年3月期 3,050 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 8,996,910 株 23年3月期 8,997,079 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、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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 
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、添付資
料３ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災による生産活動の大幅な後退から急回復を示したも
のの、夏以降の急激な円高やタイの洪水、さらには欧州の財務危機などによる海外景気の減速等によ
り、景気回復力の動きに不透明感が増すなど、厳しい状況で推移しました。また、個人消費や住宅投資
も節約志向・低価格志向が継続し、依然として厳しい状況が続いております。 
エネルギー業界では、輸入エネルギー価格の高騰などがあり、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、東日本大震災による原子力発電所の放射能漏出事故を受け、これまで
のエネルギー・環境政策の見直しを迫るところとなっております。 
こうしたことから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
があり、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、10,350,105千円（前期比3.7％増)、利益面におきましては、ガ
ス・工事・器具の拡販に努め、粗利益の確保と経費節減に努めました結果、経常利益は、475,416千円
（前期比80％増)、当期純利益は、275,859千円(前期比70％増)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、69,683件（前期末比1,646件増）となりました。 
ガス販売量の家庭用は、節約志向の高まりがあったものの新規お客さまの増加により26,347千㎥（前
期比1.0％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27,743千㎥（前期比6.6％増）、合計ガス販売量は、54,091千㎥（前期比3.8％増）
となり、ガス売上高は、6,447,039千円（前期比４％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、景気低迷の影響等により工事・器具の売上高は、1,814,104千円（前期比0.4％
増）となりました。 
この結果、都市ガス事業全体の売上高は、8,261,143千円（前期比3.2％増）となり、セグメント利益
（営業利益）は836,592千円（前期比4.7％増）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、19,774件（前期末比1,765件増）となりました。
ガス販売量は、都市ガス同様に節約志向の高まりがあったものの積極的な新規お客さま開拓による家庭
用・業務用販売量が増加したこと等により、9,993t（前期比0.5％増）となりました。 
ＬＰガスの売上高は、1,655,762千円（前期比5.1％増）となりました。 
工事・器具は、都市ガス事業同様高効率給湯器、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、都市ガス事業同様に景気低迷の影響はあったものの工事・器
具の売上高は、433,198千円（前期比７％増）となりました。 
この結果、ＬＰガス事業全体の売上高は、2,088,961千円（前期比5.5％増）となり、セグメント利益
（営業利益）は4,198千円（前期はセグメント損失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、都市
ガス販売量は当事業年度に比べ3.9％増の56,203千㎥、ＬＰガス販売量は当事業年度に比べ4.2％増の
10,414ｔとなる見通しです。 
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があります。 

 
  

①資産、負債、純資産の状況 
総資産は、前事業年度末に比べて650,309千円減少し11,769,211千円(前期比5.2％減)となりました。
これは主に現金及び預金並びに繰延資産の減少によるものであります。 
負債合計は、前事業年度末に比べて、876,315千円減少し5,149,554千円(前期比14.5％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、226,005千円増加し、6,619,656千円(前期比3.5％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 
248,054千円減少の1,220,377千円(前期比16.9％減)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100,212千円増加の2,313,983千円(前期比4.5％
増)となりました。この主な収入要因は税引前当期純利益477,047千円、減価償却費1,372,440千円であ
り、主な支出要因はたな卸資産の減少21,634千円であります。 
投資活動により使用した資金は、前事業年度末に比べ153,597千円減少の1,481,732千円(前期比9.4％
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1,393,666千
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914,534千円増加の1,080,306千円(前期比
551.7％増)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,027,226千円であります。 

区   分

第46期 
平成23年３月期

第47期
平成24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 8,002,829 80.2 8,261,143 79.8 258,314 3.2

ガス 6,196,110 62.1 6,447,039 62.3 250,928 4.0

工事・器具他 1,806,718 18.1 1,814,104 17.5 7,385 0.4

ＬＰガス事業 1,980,203 19.8 2,088,961 20.2 108,758 5.5

ＬＰガス 1,575,308 15.8 1,655,762 16.0 80,453 5.1

工事・器具他 404,894 4.0 433,198 4.2 28,304 7.0

合     計 9,983,032 100 10,350,105 100 367,072 3.7

項     目
第48期(見通し)
平成25年3月期

第47期(実績)
平成24年3月期

増  減
増減率 
(％)

 都市ガス販売量(千㎥) 56,203 54,091 2,111 3.9

 ＬＰガス販売量(t) 10,414 9,993 420 4.2

 売上高(千円) 10,800,000 10,350,105 449,894 4.3

 営業利益(千円) 600,000 482,045 117,954 24.5

 経常利益(千円) 580,000 475,416 104,583 22.0

 当期純利益(千円) 380,000 275,859 104,140 37.8

（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20年３月期及び平成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、当期の配当金は創立45周年記念配当２円を含みまして１株につき
４円50銭、中間配当金（１株につき２円50銭）と合わせ、年間７円となる予定です。 
次期の配当は、当期の記念配当２円を普通配当に加算して中間、期末ともに３円50銭を予定していま
す。 

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 平成24年３月期

自己資本比率 48.1 48.6 50.6 51.5 56.2

時価ベースの自己資本比率 27.7 22.4 21.9 26.4 30.5

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

─ ─ 1.4 1.4 0.9

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

─ ─ 63.2 68.2 88.9

（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
組みは、原子力発電が当初の想定どおりに稼動できなくなったことから、政府目標は見直しを迫られる
なか、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があり、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 多様化するお客さま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。 

  

当社の主体であるガス事業を取巻く経営環境は、東日本大震災及び原発事故を受けて、政府では平成
22年に策定した「エネルギー基本計画」の見直しが迫られており、新たなエネルギーミックスとその実
現のための方策を含む新しい計画について議論がされており、CO2排出量が少なく環境にやさしい天然
ガスの有効活用は、主要な論点となっております。 
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、お客さまの「暮らしの困ったを解決する」提案など多様化するニーズに迅速か
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。 

  

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

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成24年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結)

5



３．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

供給設備 7,477,707 7,391,369

業務設備 689,090 663,162

附帯事業設備 406,956 352,224

建設仮勘定 1,770 12,644

有形固定資産合計 8,575,524 8,419,400

無形固定資産

のれん 130,859 84,359

その他無形固定資産 23,040 59,345

無形固定資産合計 153,900 143,704

投資その他の資産

投資有価証券 78,260 66,850

社内長期貸付金 47,552 43,498

出資金 12,468 12,468

長期前払費用 259,871 293,891

繰延税金資産 138,844 126,913

リース投資資産 114,098 122,052

その他投資 23,825 22,565

投資その他の資産合計 674,921 688,239

固定資産合計 9,404,346 9,251,343

流動資産

現金及び預金 1,468,431 1,220,377

受取手形 33,962 26,929

売掛金 513,093 512,800

未収入金 79,434 84,381

製品 110,771 125,387

貯蔵品 38,189 47,666

前払金 5,465 4,638

前払費用 10,705 11,878

繰延税金資産 62,429 51,171

その他流動資産 20,308 25,407

附帯事業売掛金 212,301 192,181

附帯事業流動資産 49,171 50,107

貸倒引当金 △57,004 △46,844

流動資産合計 2,547,260 2,306,083

繰延資産

開発費 467,913 211,783

繰延資産合計 467,913 211,783

資産合計 12,419,520 11,769,211
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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 2,130,600 1,320,529

退職給付引当金 260,301 263,486

役員退職慰労引当金 101,368 118,109

ガスホルダー修繕引当金 66,709 78,769

リース債務 131,386 148,631

その他固定負債 20,811 9,600

固定負債合計 2,711,175 1,939,125

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,065,679 853,738

支払手形 159,711 82,495

買掛金 376,614 346,456

未払金 146,458 230,570

未払費用 55,885 54,477

未払法人税等 64,835 200,377

前受金 5,692 6,144

預り金 13,421 13,765

関係会社支払手形 770,671 748,455

関係会社買掛金 76,326 70,963

関係会社未払金 265,436 291,365

賞与引当金 86,503 85,553

その他流動負債 1,475 1,536

附帯事業流動負債 225,981 224,526

流動負債合計 3,314,693 3,210,428

負債合計 6,025,869 5,149,554

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 2,435,663

利益剰余金合計 5,797,572 6,028,447

自己株式 △1,267 △1,284

株主資本合計 6,368,853 6,599,711

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 24,797 19,944

評価・換算差額等合計 24,797 19,944

純資産合計 6,393,650 6,619,656

負債純資産合計 12,419,520 11,769,211
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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 6,196,110 6,447,039

売上原価

期首たな卸高 105,181 110,771

当期製品仕入高 2,337,416 2,589,146

当期製品自家使用高 5,381 5,542

期末たな卸高 110,771 125,387

売上原価合計 2,326,444 2,568,987

売上総利益 3,869,665 3,878,051

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 3,218,907 3,255,011

一般管理費 413,709 407,843

供給販売費及び一般管理費合計 3,632,616 3,662,854

事業利益 237,049 215,197

営業雑収益

受注工事収益 285,097 301,917

器具販売収益 1,521,620 1,512,187

営業雑収益合計 1,806,718 1,814,104

営業雑費用

受注工事費用 281,780 285,721

器具販売費用 1,326,795 1,265,733

営業雑費用合計 1,608,575 1,551,455

附帯事業収益 1,980,203 2,088,961

附帯事業費用 2,142,376 2,084,763

営業利益 273,018 482,045

営業外収益

受取利息 655 599

受取配当金 1,484 910

受取保険金 6,628 －

保険配当金 4,415 409

受取補償金 1,907 2,021

受取和解金 － 5,940

雑収入 8,460 9,713

営業外収益合計 23,552 19,594

営業外費用

支払利息 32,432 26,222

営業外費用合計 32,432 26,222

経常利益 264,139 475,416
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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

固定資産売却益 10 4,763

投資有価証券売却益 － 8,640

特別利益合計 10 13,403

特別損失

固定資産売却損 921 10,347

ゴルフ会員権評価損 2,500 1,425

ゴルフ会員権売却損 409 －

特別損失合計 3,831 11,772

税引前当期純利益 260,318 477,047

法人税等 38,016 172,807

法人税等調整額 60,071 28,380

法人税等合計 98,087 201,188

当期純利益 162,230 275,859
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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 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

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 3,299,500 3,399,500

当期変動額

別途積立金の積立 100,000 100,000

当期変動額合計 100,000 100,000

当期末残高 3,399,500 3,499,500

繰越利益剰余金

当期首残高 2,287,543 2,304,788

当期変動額

剰余金の配当 △44,985 △44,984

別途積立金の積立 △100,000 △100,000

当期純利益 162,230 275,859

当期変動額合計 17,245 130,874

当期末残高 2,304,788 2,435,663

利益剰余金合計

当期首残高 5,680,327 5,797,572

当期変動額

剰余金の配当 △44,985 △44,984

別途積立金の積立 － －

当期純利益 162,230 275,859

当期変動額合計 117,245 230,874

当期末残高 5,797,572 6,028,447

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成24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 △1,183 △1,267

当期変動額

自己株式の取得 △83 △16

当期変動額合計 △83 △16

当期末残高 △1,267 △1,284

株主資本合計

当期首残高 6,251,692 6,368,853

当期変動額

剰余金の配当 △44,985 △44,984

当期純利益 162,230 275,859

自己株式の取得 △83 △16

当期変動額合計 117,161 230,858

当期末残高 6,368,853 6,599,711

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 29,910 24,797

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5,113 △4,852

当期変動額合計 △5,113 △4,852

当期末残高 24,797 19,944

評価・換算差額等合計

当期首残高 29,910 24,797

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5,113 △4,852

当期変動額合計 △5,113 △4,852

当期末残高 24,797 19,944

純資産合計

当期首残高 6,281,602 6,393,650

当期変動額

剰余金の配当 △44,985 △44,984

当期純利益 162,230 275,859

自己株式の取得 △83 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,113 △4,852

当期変動額合計 112,048 226,005

当期末残高 6,393,650 6,619,656
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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 260,318 477,047

減価償却費 1,338,297 1,372,440

のれん償却額 49,125 49,452

長期前払費用償却額 75,973 97,992

繰延資産償却額 355,231 256,129

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,301 △10,159

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,431 △949

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,756 3,185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99,766 16,741

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 △2,140 △1,509

支払利息 32,432 26,222

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △8,640

固定資産売却損益（△は益） 911 5,584

有形固定資産除却損 4,697 9,100

ゴルフ会員権評価損 2,500 1,425

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 409 －

売上債権の増減額（△は増加） 42,777 27,445

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,128 △21,634

仕入債務の増減額（△は減少） 131,577 60,880

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,434 5,306

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減
少）

△10,730 △10,730

その他 2,102 8,993

小計 2,244,099 2,376,383

利息及び配当金の受取額 2,140 1,509

利息の支払額 △32,458 △26,021

法人税等の支払額 △10 △37,888

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,213,771 2,313,983

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 △9,822 △704

投資有価証券の売却による収入 － 10,712

有形固定資産の取得による支出 △1,518,150 △1,393,666

有形固定資産の売却による収入 1,649 9,808

工事負担金等受入による収入 32,156 73,770

無形固定資産の取得による支出 △4,000 △48,868

のれんの取得による支出 － △2,952

長期前払費用の取得による支出 △146,297 △133,600

その他 9,134 3,769

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,635,329 △1,481,732
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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

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,115,759 △1,027,226

自己株式の取得による支出 △83 △16

配当金の支払額 △45,063 △44,989

リース債務の返済による支出 △4,865 △8,073

財務活動によるキャッシュ・フロー △165,771 △1,080,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 412,670 △248,054

現金及び現金同等物の期首残高 1,055,761 1,468,431

現金及び現金同等物の期末残高 1,468,431 1,220,377

新日本瓦斯㈱ (9542) 平成24年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結)

13



該当事項はありません。 
  

前事業年度において、「投資その他の資産」の「その他投資」に含めていた「リース投資資産」
は、総資産の100分の１超となったため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表
示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。 
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他投資」に表示して
いた137,924千円は、「リース投資資産」114,098千円、「その他投資」23,825千円として組み替えて
おります 

前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「受取補償金」は、営業外収益の
総額の10分の１超となったため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の
変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。 
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた10,368
千円は、「受取補償金」1,907千円、「雑収入」8,460千円として組み替えております。 

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。 

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、Ｌ
Ｐガス工事の設計・施工をしております。 
  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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」における記載と概ね同一
であります。 

（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

表示方法の変更

(貸借対照表関係)

(損益計算書関係)

（７）追加情報

（８）財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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) 

 
(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。 

当事業年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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。 

(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)

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 8,261,143 2,088,961 10,350,105

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─

計 8,261,143 2,088,961 10,350,105

セグメント利益 836,592 4,198 840,791

セグメント資産 9,431,472 634,240 10,065,712

その他の項目

  減価償却費 1,297,326 48,445 1,345,772

  のれんの償却額 46,385 3,067 49,452

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

1,231,417 25,650 1,257,067
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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。 
  

 
(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。 

（単位：千円）

利益 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 637,041 840,791

全社費用（注） △364,022 △358,745

財務諸表の営業利益 273,018 482,045

（単位：千円）

資産 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 10,848,314 10,065,712

全社資産（注） 1,571,205 1,703,498

財務諸表の資産合計 12,419,520 11,769,211

(単位：千円)

報告セグメント計 調整額（注） 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 1,315,209 1,345,772 23,088 26,668 1,338,297 1,372,440

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

1,471,128 1,257,067 33,808 24,125 1,504,936 1,281,193
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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。 
  

 
(注) １．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。 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

   

該当事項はありません。 
  

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

②その他の役員の異動（平成24年６月26日付予定） 

    １．退任予定取締役 
     取締役会長 後藤 正雄 
     取締役   小山 正夫 

(持分法投資損益等)

(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 710円65銭 １株当たり純資産額 735円77銭

１株当たり当期純利益 18円３銭 １株当たり当期純利益 30円66銭

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) 162,230 275,859

普通株式に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株主に係る当期純利益 (千円) 162,230 275,859

普通株式の期中平均株式数 (千株) 8,997 8,996

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) 6,393,650 6,619,656

普通株式に係る純資産額 (千円) 6,393,650 6,619,656

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)

8,996 8,996

(重要な後発事象)

４．その他

（１）役員の異動
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