
平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成25年4月26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） 取締役管理部長 （氏名） 室岡 弘一 TEL 048-592-2411
定時株主総会開催予定日 平成25年6月25日 配当支払開始予定日 平成25年6月26日

有価証券報告書提出予定日 平成25年6月25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25年3月期の業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 10,691 3.3 578 20.0 582 22.4 382 38.6
24年3月期 10,350 3.7 482 76.6 475 80.0 275 70.0

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 ％ ％ ％

25年3月期 42.49 ― 5.6 4.9 5.4
24年3月期 30.66 ― 4.2 3.9 4.7

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 12,067 6,931 57.4 770.41
24年3月期 11,769 6,619 56.2 735.77

（参考） 自己資本  25年3月期  6,931百万円 24年3月期  6,619百万円

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

25年3月期 2,040 △1,290 △610 1,359
24年3月期 2,313 △1,481 △1,080 1,220

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 ％ ％

24年3月期 ― 2.50 ― 4.50 7.00 62 22.8 1.0
25年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 62 16.5 0.9

26年3月期(予想) ― 3.50 ― 3.50 7.00 16.4

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 4,700 0.3 60 △39.5 60 △41.0 35 △49.8 3.89
通期 11,000 2.9 585 1.1 585 0.5 385 0.7 42.79



※  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 

当事業年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、
添付資料14ページ ３．財務諸表（５）財務諸表に関する注記事項をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 有

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 9,000,000 株 24年3月期 9,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期 3,145 株 24年3月期 3,096 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 8,996,865 株 24年3月期 8,996,910 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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析 （１）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、東日本大震災の復興需要や新政権の掲げる経済政策の期待感から
円安及び株高の傾向が現れ、デフレ脱却と景気回復への期待感が高まっております。しかしながら、欧
州債務問題や中国経済の減速、また、世界経済の下振れ懸念や雇用不安などの要因から景気は先行き不
透明な状況で推移しました。 
現在、わが国では、新たなエネルギー基本計画策定の検討が進められており、そのなかでは、天然ガ
スシフト、コージェネレーションシステムによる分散型エネルギー供給体制へのシフトが明確にうちだ
されており、天然ガスに対する評価や期待が高まる一方、2016年度を目途に電力の小売事業の全面自由
化等、エネルギー業界の規制の枠が撤廃され一段と厳しい競争環境が予想されております。こうした中
にあって、当社は、都市ガスおよびＬＰガスの普及拡大を図るため、安全・安定供給をベースとして良
質なサービスを展開し、積極的な提案営業に努めてお客さまの支持を増やしてまいりました。 
この結果、当事業年度の売上高は、10,691,839千円（前期比3.3％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、582,066千円
（前期比22.4％増)、当期純利益は、382,251千円(前期比38.6％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、71,412件（前期末比1,729件増）となりました。 
ガス販売量の家庭用は、積極的な新規活動によるお客さま件数の獲得はありましたが、夏場以降の気
温が前年に比べ高めに推移したこと等により26,429千㎥（前期比0.3％増）となりました。業務用（商
業用・工業用・その他用）においても同様に気温の影響はありましたが、お客さま件数の増加や空調の
ご利用等により29,608千㎥（前期比6.7％増）、合計ガス販売量は、56,038千㎥（前期比3.6％増）とな
り、ガス売上高は、ガス販売量の増加等により6,692,983千円（前期比3.8％増）となりました。 
工事・器具は、エコジョーズ、エネファーム等家庭用最新エネルギー機器や、GHP等の業務用空調機
器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、大口物件の減少により工事・器具の売上高
は、1,797,548千円（前期比0.9％減）となりました。 
この結果、都市ガス事業全体の売上高は、8,490,531千円（前期比2.8％増）となり、セグメント利益
（営業利益）は1,028,024千円（前期比22.9％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、22,008件（前期末比2,234件増）となりました。
ガス販売量は、都市ガス同様に気温の影響もありましたが、積極的な新規お客さま件数の獲得により、
10,269t（前期比2.8％増）となりました。 
ＬＰガスの売上高は、ガス販売量の増加等により1,838,616千円（前期比11.0％増）となりました。 
工事・器具は、ガス機器の拡販に積極的な営業活動を展開してまいりましたが、業務用物件の減少に
より工事・器具の売上高は、362,691千円（前期比16.3％減）となりました。 
この結果、ＬＰガス事業全体の売上高は、2,201,307千円（前期比5.4％増）となり、セグメント損失
（営業損失）は87,280千円（前期はセグメント利益4,198千円）となりました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（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） 

都市ガス販売量は、家庭用及び業務用ともに、新規開拓を積極的に推進し、当事業年度に比べ3.0％増
の57,726千㎥、ＬＰガス販売量は、都市ガス同様新規開拓を積極的に推進いたしますが、業務用が減少す
ることから、当事業年度に比べ2.4％減の10,025ｔ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。 

区分

第47期 
平成24年３月期

第48期
平成25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 8,261,143 79.8 8,490,531 79.4 229,388 2.8

ガス 6,447,039 62.3 6,692,983 62.6 245,944 3.8

工事・器具他 1,814,104 17.5 1,797,548 16.8 △16,556 △0.9

ＬＰガス事業 2,088,961 20.2 2,201,307 20.6 112,346 5.4

ＬＰガス 1,655,762 16.0 1,838,616 17.2 182,853 11.0

工事・器具他 433,198 4.2 362,691 3.4 △70,507 △16.3

合計 10,350,105 100.0 10,691,839 100.0 341,734 3.3

項  目
 第49期（見通し）
平成26年３月期

第48期（実績）
平成25年３月期

増  減
増減率 
（％）

都市ガス販売量（千㎥） 57,726 56,038 1,687 3.0

ＬＰガス販売量（ｔ） 10,025 10,269 △244 △2.4

売上高（千円） 11,000,000 10,691,839 308,160 2.9

営業利益（千円） 585,000 578,616 6,383 1.1

経常利益（千円） 585,000 582,066 2,933 0.5

当期純利益（千円） 385,000 382,251 2,748 0.7
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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297,870千円増加し12,067,081千円(前期比2.5％増)となりました。
これは主に設備投資に伴う固定資産の増加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、13,748千円減少し5,135,806千円(前期比0.3％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、311,619千円増加し、6,931,275千円(前期比4.7％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 
139,220千円増加の1,359,597千円(前期比11.4％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273,564千円減少の2,040,419千円(前期比
11.8％減)となりました。この主な収入要因は税引前当期純利益581,535千円、減価償却費1,318,479千
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191,377千円減少の1,290,354千円(前期比
12.9％減)となりました。この主な支出要因は、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1,291,845千円であります。 
財務活動により使用した資金は、前事業年度末に比べ469,461千円減少の610,844千円(前期比
43.5％減)となりました。この主な支出要因は、長期借入金の返済による支出826,736千円であります。
  

(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１株につき３円50銭、中間配当金（１株につき３
円50銭）と合わせ、年間７円となる予定です。 
次期の配当は、中間、期末ともに３円50銭を予定しています。 

（２）財政状態に関する分析

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 平成25年３月期

自己資本比率 48.6 50.6 51.5 56.2 57.4

時価ベースの自己資本比率 22.4 21.9 26.4 30.5 29.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

― 1.4 1.4 0.9 0.8

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

― 63.2 68.2 88.9 118.6

（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 

東日本大震災及び原発事故を受けて社会・経済を取り巻く環境は大きく変わり、国の新たなエネルギ
ー基本計画策定の検討が進められております。なかでもエネルギーの安定供給の確保、環境への適合
性、経済効率性に安全性を加えた最適なエネルギーミックスの確立は、新政権においても最重要課題の
一つであります。また、2016年度を目途に電力の小売事業の全面自由化等、エネルギー業界の規制の枠
が撤廃され一段と厳しい競争環境が予想されており、エネルギー業界は大きな転換点を迎えておりま
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、エネルギーの安定供給の確保、環境への適合、経済
効率性に安全性確保を加えた最適なエネルギーミックスの確立は、新政権においても最重要課題の一つ
とされ、大きな転換点を迎えております。 
こうした中にあって、当社は、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、業務全般にわたり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、お客さまに「暮らしのお困りごと」の解決の糸口を提案する
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、ガスの普及拡大に努めます。 
さらには、計画的な経年ガス管の入れ替え、圧力監視システムの増強等を行い保安の高度化に努め、
ガス事業者としての基本的使命でありますガスの安全・安定供給に取り組んでまいります。 

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
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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24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

供給設備 7,391,369 7,627,158

業務設備 663,162 645,578

附帯事業設備 352,224 370,988

建設仮勘定 12,644 168,154

有形固定資産合計 8,419,400 8,811,881

無形固定資産   

のれん 84,359 37,998

その他無形固定資産 59,345 59,391

無形固定資産合計 143,704 97,389

投資その他の資産   

投資有価証券 66,850 69,523

社内長期貸付金 43,498 35,168

出資金 12,468 12,468

長期前払費用 293,891 306,522

繰延税金資産 126,913 132,117

リース投資資産 122,052 102,634

その他投資 22,565 23,729

投資その他の資産合計 688,239 682,164

固定資産合計 9,251,343 9,591,436

流動資産   

現金及び預金 1,220,377 1,359,597

受取手形 26,929 8,171

売掛金 512,800 534,024

未収入金 84,381 114,436

製品 125,387 111,838

貯蔵品 47,666 32,423

前払金 4,638 791

前払費用 11,878 9,472

繰延税金資産 51,171 52,659

その他流動資産 25,407 20,788

附帯事業売掛金 192,181 150,712

附帯事業流動資産 50,107 61,794

貸倒引当金 △46,844 △35,741

流動資産合計 2,306,083 2,420,970

繰延資産   

開発費 211,783 54,675

繰延資産合計 211,783 54,675

資産合計 11,769,211 12,067,081
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 1,320,529 992,414

退職給付引当金 263,486 262,344

役員退職慰労引当金 118,109 136,659

ガスホルダー修繕引当金 78,769 42,508

リース債務 148,631 145,395

その他固定負債 9,600 7,680

固定負債合計 1,939,125 1,587,002

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 853,738 655,713

支払手形 82,495 87,896

買掛金 346,456 335,631

未払金 230,570 220,595

未払費用 54,477 57,038

未払法人税等 200,377 195,654

前受金 6,144 108,825

預り金 13,765 19,338

関係会社支払手形 748,455 1,036,880

関係会社買掛金 70,963 100,821

関係会社未払金 291,365 396,210

賞与引当金 85,553 91,579

その他流動負債 1,536 1,593

附帯事業流動負債 224,526 241,024

流動負債合計 3,210,428 3,548,803

負債合計 5,149,554 5,135,806

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 3,499,500 3,599,500

繰越利益剰余金 2,435,663 2,645,939

利益剰余金合計 6,028,447 6,338,723

自己株式 △1,284 △1,302

株主資本合計 6,599,711 6,909,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,944 21,306

評価・換算差額等合計 19,944 21,306

純資産合計 6,619,656 6,931,275

負債純資産合計 11,769,211 12,067,081
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

製品売上   

ガス売上 6,447,039 6,692,983

売上原価   

期首たな卸高 110,771 125,387

当期製品仕入高 2,589,146 2,774,241

当期製品自家使用高 5,542 6,187

期末たな卸高 125,387 111,838

売上原価合計 2,568,987 2,781,603

売上総利益 3,878,051 3,911,380

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 3,255,011 3,107,258

一般管理費 407,843 412,586

供給販売費及び一般管理費合計 3,662,854 3,519,844

事業利益 215,197 391,535

営業雑収益   

受注工事収益 301,917 294,132

器具販売収益 1,512,187 1,493,131

その他営業雑収益 － 10,284

営業雑収益合計 1,814,104 1,797,548

営業雑費用   

受注工事費用 285,721 274,351

器具販売費用 1,265,733 1,248,834

営業雑費用合計 1,551,455 1,523,186

附帯事業収益 2,088,961 2,201,307

附帯事業費用 2,084,763 2,288,588

営業利益 482,045 578,616

営業外収益   

受取利息 599 487

受取配当金 910 902

受取保険金 － 1,654

保険配当金 409 3,986

受取補償金 2,021 1,907

受取和解金 5,940 －

雑収入 9,713 11,815

営業外収益合計 19,594 20,752

営業外費用   

支払利息 26,222 17,302

営業外費用合計 26,222 17,302

経常利益 475,416 582,066
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 4,763 972

投資有価証券売却益 8,640 －

特別利益合計 13,403 972

特別損失   

固定資産売却損 10,347 1,503

ゴルフ会員権評価損 1,425 －

特別損失合計 11,772 1,503

税引前当期純利益 477,047 581,535

法人税等 172,807 206,580

法人税等調整額 28,380 △7,296

法人税等合計 201,188 199,284

当期純利益 275,859 382,251
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 3,399,500 3,499,500

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 3,499,500 3,599,500

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,304,788 2,435,663

当期変動額   

剰余金の配当 △44,984 △71,975

別途積立金の積立 △100,000 △100,000

当期純利益 275,859 382,251

当期変動額合計 130,874 210,276

当期末残高 2,435,663 2,645,939

利益剰余金合計   

当期首残高 5,797,572 6,028,447

当期変動額   

剰余金の配当 △44,984 △71,975

別途積立金の積立 － －

当期純利益 275,859 382,251

当期変動額合計 230,874 310,276

当期末残高 6,028,447 6,338,723
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △1,267 △1,284

当期変動額   

自己株式の取得 △16 △18

当期変動額合計 △16 △18

当期末残高 △1,284 △1,302

株主資本合計   

当期首残高 6,368,853 6,599,711

当期変動額   

剰余金の配当 △44,984 △71,975

当期純利益 275,859 382,251

自己株式の取得 △16 △18

当期変動額合計 230,858 310,257

当期末残高 6,599,711 6,909,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 24,797 19,944

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,852 1,361

当期変動額合計 △4,852 1,361

当期末残高 19,944 21,306

評価・換算差額等合計   

当期首残高 24,797 19,944

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,852 1,361

当期変動額合計 △4,852 1,361

当期末残高 19,944 21,306

純資産合計   

当期首残高 6,393,650 6,619,656

当期変動額   

剰余金の配当 △44,984 △71,975

当期純利益 275,859 382,251

自己株式の取得 △16 △18

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,852 1,361

当期変動額合計 226,005 311,619

当期末残高 6,619,656 6,931,275
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 477,047 581,535

減価償却費 1,372,440 1,318,479

のれん償却額 49,452 50,342

長期前払費用償却額 97,992 110,055

繰延資産償却額 256,129 157,108

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,159 △11,103

賞与引当金の増減額（△は減少） △949 6,026

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,185 △1,141

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,741 18,549

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 12,060 △36,261

受取利息及び受取配当金 △1,509 △1,389

支払利息 26,222 17,302

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） 5,584 531

有形固定資産除却損 9,100 12,575

ゴルフ会員権評価損 1,425 －

売上債権の増減額（△は増加） 27,445 39,002

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,634 26,031

仕入債務の増減額（△は減少） 60,880 △9,824

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,306 △18,515

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △10,730 △6,496

その他 8,993 15,283

小計 2,376,383 2,268,092

利息及び配当金の受取額 1,509 1,389

利息の支払額 △26,021 △17,211

法人税等の支払額 △37,888 △211,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,313,983 2,040,419

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 △704 △707

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 △1,393,666 △1,291,845

有形固定資産の売却による収入 9,808 2,765

工事負担金等受入による収入 73,770 137,891

無形固定資産の取得による支出 △48,868 △17,361

のれんの取得による支出 △2,952 △3,980

長期前払費用の取得による支出 △133,600 △124,282

その他 3,769 7,166

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,481,732 △1,290,354

新日本瓦斯㈱ （9542） 平成25年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結）

12



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △1,027,226 △826,736

自己株式の取得による支出 △16 △18

配当金の支払額 △44,989 △71,901

リース債務の返済による支出 △8,073 △12,187

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,080,306 △610,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,054 139,220

現金及び現金同等物の期首残高 1,468,431 1,220,377

現金及び現金同等物の期末残高 1,220,377 1,359,597
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該当事項はありません。 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 
法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について
は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれ
ぞれ21,407千円増加しております。 

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「Ｌ
Ｐ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。 

  
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。  
「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正
に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税
法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基
づく方法に変更しております。 
当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「都市ガス事業」のセグメント利益が
19,913千円増加し、「ＬＰガス事業」のセグメント利益が1,142千円増加しております。 

（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(会計方針の変更)

(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 

Ⅰ  前事業年度(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。 

  

Ⅱ  当事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25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 8,261,143 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 1,299,107 48,769 1,347,877

  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

(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 8,490,531 2,201,307 10,691,839

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 8,490,531 2,201,307 10,691,839

セグメント利益 1,028,024 △87,280 940,743

セグメント資産 9,591,613 610,723 10,202,337

その他の項目

  減価償却費 1,245,441 46,994 1,292,436

  のれんの償却額 46,385 3,956 50,342

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額 1,605,702 82,948 1,688,650

新日本瓦斯㈱ （9542） 平成25年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結）

15



  
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 840,791 940,743

全社費用（注） △358,745 △362,127

財務諸表の営業利益 482,045 578,616

（単位：千円）

資産 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 10,065,712 10,202,337

全社資産（注） 1,703,498 1,864,743

財務諸表の資産合計 11,769,211 12,067,081

(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 1,347,877 1,292,436 24,562 26,043 1,372,440 1,318,479

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 1,257,067 1,688,650 24,125 49,080 1,281,193 1,737,731
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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。 

(持分法損益等)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 735円77銭 770円41銭

１株当たり当期純利益 30円66銭 42円49銭

項目
前事業年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 275,859 382,251

普通株式に係る当期純利益(千円) 275,859 382,251

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) 8,996 8,996

項目
前事業年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 6,619,656 6,931,275

普通株式に係る純資産額(千円) 6,619,656 6,931,275

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) 3 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) 8,996 8,996

(重要な後発事象)
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 該当事項はありません。 
  

平成25年３月29日に開示済 

 取締役   若林 厚（現 当社供給保安部 部長） 

 常務取締役 小林 實 
 取締役   山田 達彦（当社常勤監査役就任予定） 

 常勤監査役 山田 達彦（現 当社取締役 社長室長） 
 監査役   湯浅 良平（現 日本瓦斯株式会社 執行役員企画業務部長） 

 常勤監査役 田口 茂 
 監査役   尾作 恵一 

(注) 新任監査役候補者 湯浅 良平氏は、社外監査役であります。 

４．その他

（１）役員の異動

① 代表者の異動

② その他の役員の異動（平成25年６月25日付予定）

１．新任取締役候補

２．退任予定取締役

３．新任監査役候補

４．退任予定監査役
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