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(訂正・数値データ訂正あり)「平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 

 本日(平成 21 年 8 月 13 日)付「過年度の決算短信等の一部訂正について」にて公表いたしましたとお

り、「平成 21 年 3 月期 第 1四半期決算短信」(平成 20 年 8 月 5日公表)について、別紙のとおり訂正い

たします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付して表示

しております。 

 

 

 

 以 上  
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(百万円未満切捨て) 

   

 
  

 
  

   

 

   
  

（訂正前）1ページ

平成21年３月期 第１四半期決算短信

1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

 (1) 連結経営成績(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 ％

21年３月期第１四半期 19,754 ― 534 ― 603 ― 382 ―

20年３月期第１四半期 18,512 0.4 1,002 1.7 1,037 6.4 551 13.4

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

21年３月期第１四半期 6.51 ―
20年３月期第１四半期 9.30 ―

 (2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 115,167 38,777 32.5 636.47

20年３月期 113,579 36,330 30.7 593.67

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 37,425百万円 20年３月期 34,899百万円
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(百万円未満切捨て) 

   

 
  

 
  

   

 

   
  

（訂正後）

平成21年３月期 第１四半期決算短信

1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

 (1) 連結経営成績(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 ％

21年３月期第１四半期 19,201 ― 523 ― 591 ― 370 ―

20年３月期第１四半期 17,189 1.9 969 3.6 1,004 8.5 519 18.6

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

21年３月期第１四半期 6.31 ―
20年３月期第１四半期 8.75 ―

 (2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 113,116 37,430 31.9 613.55

20年３月期 111,443 34,995 30.1 570.95

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 36,078百万円 20年３月期 33,563百万円
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当第１四半期連結会計期間の日本経済は、企業収益が減少するなど景気回復が停滞する一方、米国経済

の後退懸念等により景気の下振れリスクが高まっており、依然として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、原料費の継続的な高騰や環境問題への関心の高まりを背景として、エ

ネルギー事業者間の競争が激化しております。  

 このような情勢のもと、当社グループは、経営環境の変化に的確に対応し、企業価値を向上させること

を経営方針として、事業に取り組んでまいりました。  

当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同四半期に比べ1,241百万円増加(＋6.7％)の19,754百万円

となりました。営業費用につきましては、前年同四半期に比べ1,709百万円増加(＋9.8％)の19,219百万円

となりました。これらの結果、営業利益は、前年同四半期に比べ467百万円減少(△46.7％)の534百万円、

これに営業外損益を加えた経常利益は、前年同四半期に比べ434百万円減少(△41.8％)の603百万円となり

ました。四半期純利益は、前年同四半期に比べ168百万円減少(△30.6％)の382百万円となりました。  

ガス事業は、都市ガス事業と簡易ガス事業によって構成されておりますが、都市ガス事業がその大半

を占めております。 

 当第１四半期連結会計期間の都市ガス販売量については、延調定件数及び検針日数の減少等による家

庭用及び業務用のガス販売量の減少はあったものの、卸供給の販売量の増加等により、前年同四半期に

比べ1百万㎥増加(＋1.4％)の116百万㎥となりました。 

なお、当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的変

動があり、冬期に多くの売上が計上されます。  

以上の結果、売上高は、ガス販売量の増加及び原料費調整制度に基づく料金単価調整等により、前年

同四半期に比べ1,321百万円増加(＋11.4％)の12,934百万円となりました。 

 費用につきましては、原油価格の上昇による原材料費増加等により、1,776百万円増加(＋17.6％)の

11,880百万円となり、営業利益は454百万円減少(△30.1％)の1,053百万円となりました。 

工事・器具事業は、給湯関連器具売上の減少等により、売上高は前年同四半期に比べ54百万円減少

(△3.7％)の1,427百万円となりました。費用につきましても、175百万円減少(△12.0％)の1,288百万円

となり、営業利益は120百万円増加(＋654.4％)の139百万円となりました。  

ＬＰＧ事業は、原料高騰に伴う販売単価上昇等により、売上高は前年同四半期に比べ637百万円増加

(＋21.8％)の3,559百万円となりました。費用につきましても、767百万円増加(＋29.7％)の3,351百万

円となり、営業利益は129百万円減少(△38.5％)の207百万円となりました。 

その他の事業は、建設工事の減少等により、売上高は前年同四半期に比べ624百万円減少(△20.1％)

の2,484百万円となりました。費用につきましても、676百万円減少(△22.1％)の2,379百万円となり、

営業利益は51百万円増加(＋95.3％)の105百万円となりました。 

  

（訂正前）2～3ページ

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) ガス事業

(2) 工事・器具事業

(3) ＬＰＧ事業

(4) その他の事業
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当第１四半期末の総資産合計は、前連結会計年度末と比べ1,587百万円増加(＋1.4％)の115,167百万円

となりました。 

 固定資産は、減価償却の進捗により有形固定資産が1,141百万円減少したこと等により、前連結会計年

度末に比べ1,244百万円減少(△1.6％)の76,693百万円となりました。 

 流動資産は、その他流動資産に含まれているデリバティブ債権の増加等により、前連結会計年度末に比

べ2,831百万円増加(＋7.9％)の38,474百万円となりました。 

 当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ859百万円減少(△1.1％)の76,389百万円となり

ました。 

 固定負債は、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,941百万円増加(＋6.8％)の46,397

百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ3,800百万円減少(△

11.2％)の29,992百万円となりました。 

 当第１四半期末の純資産合計は、繰延ヘッジ損益の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,447百万

円増加(＋6.7％)の38,777百万円となりました。 

 この結果、当第１四半期末の自己資本比率は、32.5％となりました。 

  

（連結キャッシュ・フローの状況） 

現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ274百万円減少の

4,644百万円となりました。 

 営業活動における資金収支は、当第１四半期連結会計期間において2,295百万円となりました。これ

は、主に売上債権の減少によるものです。 

投資活動における資金収支は、当第１四半期連結会計期間において△741百万円となりました。これ

は、主に有形固定資産の取得による支出によるものです。 

財務活動における資金収支は、当第１四半期連結会計期間において△1,829百万円となりました。これ

は、主に短期借入金の返済によるものです。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間の日本経済は、企業収益が減少するなど景気回復が停滞する一方、米国経済

の後退懸念等により景気の下振れリスクが高まっており、依然として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、原料費の継続的な高騰や環境問題への関心の高まりを背景として、エ

ネルギー事業者間の競争が激化しております。  

 このような情勢のもと、当社グループは、経営環境の変化に的確に対応し、企業価値を向上させること

を経営方針として、事業に取り組んでまいりました。  

当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同四半期に比べ2,012百万円増加(＋11.7％)の19,201百万

円となりました。営業費用につきましては、前年同四半期に比べ2,457百万円増加(＋15.2％)の18,678百

万円となりました。これらの結果、営業利益は、前年同四半期に比べ445百万円減少(△46.0％)の523百万

円、これに営業外損益を加えた経常利益は、前年同四半期に比べ412百万円減少(△41.1％)の591百万円と

なりました。四半期純利益は、前年同四半期に比べ148百万円減少(△28.6％)の370百万円となりました。 

ガス事業は、都市ガス事業と簡易ガス事業によって構成されておりますが、都市ガス事業がその大半

を占めております。 

 当第１四半期連結会計期間の都市ガス販売量については、延調定件数及び検針日数の減少等による家

庭用及び業務用のガス販売量の減少はあったものの、卸供給の販売量の増加等により、前年同四半期に

比べ1百万㎥増加(＋1.4％)の116百万㎥となりました。 

なお、当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的変

動があり、冬期に多くの売上が計上されます。  

以上の結果、売上高は、ガス販売量の増加及び原料費調整制度に基づく料金単価調整等により、前年

同四半期に比べ1,321百万円増加(＋11.4％)の12,934百万円となりました。 

 費用につきましては、原油価格の上昇による原材料費増加等により、1,776百万円増加(＋17.6％)の

11,880百万円となり、営業利益は454百万円減少(△30.1％)の1,053百万円となりました。 

工事・器具事業は、給湯関連器具売上の減少等により、売上高は前年同四半期に比べ54百万円減少

(△3.7％)の1,427百万円となりました。費用につきましても、175百万円減少(△12.0％)の1,288百万円

となり、営業利益は120百万円増加(＋654.4％)の139百万円となりました。  

ＬＰＧ事業は、原料高騰に伴う販売単価上昇等により、売上高は前年同四半期に比べ637百万円増加

(＋21.8％)の3,559百万円となりました。費用につきましても、767百万円増加(＋29.7％)の3,351百万

円となり、営業利益は129百万円減少(△38.5％)の207百万円となりました。 

その他の事業は、売上高は前年同四半期に比べ146百万円増加(＋8.2％)の1,932百万円となりまし

た。費用につきましても、72百万円増加(＋4.1％)の1,837百万円となり、営業利益は73百万円増加(＋

351.8％)の94百万円となりました。 

  

（訂正後）

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) ガス事業

(2) 工事・器具事業

(3) ＬＰＧ事業

(4) その他の事業
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当第１四半期末の総資産合計は、前連結会計年度末と比べ1,672百万円増加(＋1.5％)の113,116百万円

となりました。 

 固定資産は、減価償却の進捗により有形固定資産が1,141百万円減少したこと等により、前連結会計年

度末に比べ1,244百万円減少(△1.6％)の76,693百万円となりました。 

 流動資産は、その他流動資産に含まれているデリバティブ債権の増加等により、前連結会計年度末に比

べ2,916百万円増加(＋8.7％)の36,423百万円となりました。 

 当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ762百万円減少(△1.0％)の75,686百万円となり

ました。 

 固定負債は、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,942百万円増加(＋6.8％)の46,364

百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ3,704百万円減少(△

11.2％)の29,322百万円となりました。 

 当第１四半期末の純資産合計は、繰延ヘッジ損益の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,435百万

円増加(＋7.0％)の37,430百万円となりました。 

 この結果、当第１四半期末の自己資本比率は、31.9％となりました。 

  

（連結キャッシュ・フローの状況） 

現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ274百万円減少の

4,644百万円となりました。 

 営業活動における資金収支は、当第１四半期連結会計期間において2,295百万円となりました。これ

は、主に売上債権の減少によるものです。 

投資活動における資金収支は、当第１四半期連結会計期間において△741百万円となりました。これ

は、主に有形固定資産の取得による支出によるものです。 

財務活動における資金収支は、当第１四半期連結会計期間において△1,829百万円となりました。これ

は、主に短期借入金の返済によるものです。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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5. 【四半期連結財務諸表】

（訂正前）4～5ページ

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円） 

当第1四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

固定資産 

有形固定資産 

製造設備 21,478 21,905 

供給設備 31,478 32,223 

業務設備 3,283 3,569 

その他の設備 7,340 7,232 

建設仮勘定 753 545 

有形固定資産合計 64,334 65,476 

無形固定資産 2,183 2,336 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,255 7,111 

その他投資 3,104 3,197 

貸倒引当金 △185 △184 

投資その他の資産合計 10,174 10,123 

固定資産合計 76,693 77,937 

流動資産 

現金及び預金 5,262 5,548 

受取手形及び売掛金 8,906 12,080

商品及び製品 1,163 1,233 

原材料及び貯蔵品 6,624 5,837 

その他流動資産 16,728 11,245

貸倒引当金 △210 △303 

流動資産合計 38,474 35,642

資産合計 115,167 113,579

負債の部 

固定負債 

社債 14,000 14,000 

長期借入金 27,594 24,694 

退職給付引当金 3,729 3,827 

役員退職慰労引当金 311 263 

ガスホルダー修繕引当金 440 424 

保安対策引当金 67 75 

その他固定負債 254 169

固定負債合計 46,397 43,455
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（単位：百万円） 

当第1四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

流動負債 

1年以内に期限到来の固定負債 7,322 7,367 

支払手形及び買掛金 8,339 11,261

短期借入金 10 2,040 

未払法人税等 319 709 

その他流動負債 14,001 12,415

流動負債合計 29,992 33,793

負債合計 76,389 77,249

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,291 3,291 

資本剰余金 989 988 

利益剰余金 25,866 25,635

自己株式 △941 △945 

株主資本合計 29,206 28,970

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,602 1,482 

繰延ヘッジ損益 6,616 4,447 

評価・換算差額等合計 8,219 5,929 

少数株主持分 1,351 1,431 

純資産合計 38,777 36,330

負債純資産合計 115,167 113,579
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（訂正後）

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

固定資産 

有形固定資産 

製造設備 21,478 21,905 

供給設備 31,478 32,223 

業務設備 3,283 3,569 

その他の設備 7,340 7,232 

建設仮勘定 753 545 

有形固定資産合計 64,334 65,476 

無形固定資産 2,183 2,336 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,255 7,111 

その他投資 3,104 3,197 

貸倒引当金 △185 △184 

投資その他の資産合計 10,174 10,123 

固定資産合計 76,693 77,937 

流動資産 

現金及び預金 5,262 5,548 

受取手形及び売掛金 6,894 8,143

商品及び製品 1,163 1,233 

原材料及び貯蔵品 6,624 5,837 

その他流動資産 16,688 13,046

貸倒引当金 △210 △303 

流動資産合計 36,423 33,506

資産合計 113,116 111,443

負債の部 

固定負債 

社債 14,000 14,000 

長期借入金 27,594 24,694 

退職給付引当金 3,729 3,827 

役員退職慰労引当金 311 263 

ガスホルダー修繕引当金 440 424 

保安対策引当金 67 75 

その他固定負債 221 135

固定負債合計 46,364 43,421
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（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

流動負債 

1年以内に期限到来の固定負債 7,322 7,367 

支払手形及び買掛金 5,218 8,001

短期借入金 10 2,040 

未払法人税等 319 709 

その他流動負債 16,451 14,909

流動負債合計 29,322 33,027

負債合計 75,686 76,448

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,291 3,291 

資本剰余金 989 988 

利益剰余金 24,518 24,299

自己株式 △941 △945 

株主資本合計 27,858 27,634

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,602 1,482 

繰延ヘッジ損益 6,616 4,447 

評価・換算差額等合計 8,219 5,929 

少数株主持分 1,351 1,431 

純資産合計 37,430 34,995

負債純資産合計 113,116 111,443
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円） 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

売上高 19,754

売上原価 13,334

売上総利益 6,419

供給販売費及び一般管理費 5,884 

営業利益 534

営業外収益 

受取利息 1 

受取配当金 47 

熱量変更支援収入 136 

雑収入 124 

営業外収益合計 310

営業外費用 

支払利息 193 

雑支出 48 

営業外費用合計 241 

経常利益 603

特別利益 

固定資産売却益 61 

投資有価証券売却益 6 

特別利益合計 68 

税金等調整前四半期純利益 671

法人税、住民税及び事業税 76 

法人税等調整額 194 

法人税等合計 271 

少数株主利益 17 

四半期純利益 382
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（訂正後）

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円） 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

売上高 19,201

売上原価 12,793 

売上総利益 6,408 

供給販売費及び一般管理費 5,884 

営業利益 523 

営業外収益 

受取利息 1 

受取配当金 47 

熱量変更支援収入 136 

雑収入 124 

営業外収益合計 309 

営業外費用 

支払利息 193 

雑支出 48 

営業外費用合計 241 

経常利益 591 

特別利益 

固定資産売却益 61 

投資有価証券売却益 6 

特別利益合計 68 

税金等調整前四半期純利益 659 

法人税、住民税及び事業税 76 

法人税等調整額 194 

法人税等合計 271 

少数株主利益 17 

四半期純利益 370 
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（訂正前）7～8ページ

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円） 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 671

減価償却費 1,831 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △98 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △91 

保安対策引当金の増減額（△は減少） △8 

受取利息及び受取配当金 △48 

支払利息 193 

投資有価証券売却損益（△は益） △6 

売上債権の増減額（△は増加） 3,174

たな卸資産の増減額（△は増加） △716 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,922

未払消費税等の増減額（△は減少） 21 

その他 664

小計 2,663 

利息及び配当金の受取額 50 

利息の支払額 △90 

法人税等の支払額 △327 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,295 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の売却による収入 18 

子会社株式の取得による支出 △39 

有形固定資産の取得による支出 △787 

有形固定資産の売却による収入 94 

貸付けによる支出 △13 

貸付金の回収による収入 10 

長期前払費用の取得による支出 △22 

その他 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △741 
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（単位：百万円） 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,030 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △2,500 

長期借入れによる収入 3,000 

長期借入金の返済による支出 △145 

自己株式の取得による支出 △2 

自己株式の売却による収入 6 

配当金の支払額 △147 

少数株主への配当金の支払額 △11 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,829 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △274 

現金及び現金同等物の期首残高 4,919 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,644 
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（訂正後）

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円） 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 659

減価償却費 1,831 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △98 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △91 

保安対策引当金の増減額（△は減少） △8 

受取利息及び受取配当金 △48 

支払利息 193 

投資有価証券売却損益（△は益） △6 

売上債権の増減額（△は増加） 1,248 

たな卸資産の増減額（△は増加） △716 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,782

未払消費税等の増減額（△は減少） 21 

その他 2,462 

小計 2,663 

利息及び配当金の受取額 50 

利息の支払額 △90 

法人税等の支払額 △327 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,295 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の売却による収入 18 

子会社株式の取得による支出 △39 

有形固定資産の取得による支出 △787 

有形固定資産の売却による収入 94 

貸付けによる支出 △13 

貸付金の回収による収入 10 

長期前払費用の取得による支出 △22 

その他 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △741 
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（単位：百万円） 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,030 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △2,500 

長期借入れによる収入 3,000 

長期借入金の返済による支出 △145 

自己株式の取得による支出 △2 

自己株式の売却による収入 6 

配当金の支払額 △147 

少数株主への配当金の支払額 △11 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,829 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △274 

現金及び現金同等物の期首残高 4,919 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,644 
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   当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法については、ガス事業(ガス)、営業雑事業(受注工事・器具)及び附帯事業(ＬＰＧ)の事業

別といたしました。 

(2) 各区分に属する主要な製品の名称等 

 
   ２ 会計処理の変更 

 【定性的情報・財務諸表等】４．その他(3)②に記載のとおり、当社及び連結子会社の土地等に係る賃貸収

入については、従来、営業外収益に含めて計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より売上高と

して計上する方法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比べて、売上高はその他の事業において29百万円増加し、営

業利益はガス事業において18百万円、その他の事業において8百万円、「消去又は全社」において2百万円、

それぞれ増加しております。 

        

(5) セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

（訂正前）9ページ

ガス事業 
(百万円)

工事・器具
事業 

(百万円)

ＬＰＧ事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

12,930 1,359 3,536 1,927 19,754 ― 19,754

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4 68 22 557 651 (651) ―

計 12,934 1,427 3,559 2,484 20,405 (651) 19,754

営業利益 1,053 139 207 105 1,505 (971) 534

事業区分 主要な製品の名称等

ガス事業 ガス導管を通じて供給する都市ガス及び簡易ガス

工事・器具事業
工事……………お客さまガス設備
器具……………給湯器、ガスコンロ等ガス器具

ＬＰＧ事業 ブタン及びプロパン

その他の事業
ガスボンベ充填、プロパン容器検査、検針・保安業務受託、建設工事、
住宅関連機器、不動産賃貸他
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   当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法については、ガス事業(ガス)、営業雑事業(受注工事・器具)及び附帯事業(ＬＰＧ)の事業

別といたしました。 

(2) 各区分に属する主要な製品の名称等 

 
   ２ 会計処理の変更 

 【定性的情報・財務諸表等】４．その他(3)②に記載のとおり、当社及び連結子会社の土地等に係る賃貸収

入については、従来、営業外収益に含めて計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より売上高と

して計上する方法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比べて、売上高はその他の事業において29百万円増加し、営

業利益はガス事業において18百万円、その他の事業において8百万円、「消去又は全社」において2百万円、

それぞれ増加しております。 

  

（訂正後）

ガス事業 
(百万円)

工事・器具
事業 

(百万円)

ＬＰＧ事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

12,930 1,359 3,536 1,375 19,201 ― 19,201

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4 68 22 557 651 (651) ―

計 12,934 1,427 3,559 1,932 19,853 (651) 19,201

営業利益 1,053 139 207 94 1,494 (971) 523

事業区分 主要な製品の名称等

ガス事業 ガス導管を通じて供給する都市ガス及び簡易ガス

工事・器具事業
工事……………お客さまガス設備
器具……………給湯器、ガスコンロ等ガス器具

ＬＰＧ事業 ブタン及びプロパン

その他の事業
ガスボンベ充填、プロパン容器検査、検針・保安業務受託、建設工事、
住宅関連機器、不動産賃貸他
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(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
  

 「参考資料」

（訂正前）10ページ

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

科        目
前年同四半期

(19/4～19/6)

売     上     高 18,512

売   上   原    価 11,729

  売 上 総 利 益 6,783

供  給  販  売  費 4,636

一  般  管  理  費 1,144

  営 業 利 益 1,002

営  業  外  収  益 289

営  業  外  費  用 253

  経 常 利 益 1,037

特   別   利   益 1

特   別   損   失 20

  税金等調整前四半期純利益 1,019

  法人税、住民税及び事業税 88

  法人税等調整額 337

  少数株主利益 42

  四半期純利益 551

（訂正後）

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

科        目
前年同四半期

(19/4～19/6)

売     上     高 17,189

売   上   原    価 10,439

  売 上 総 利 益 6,749

供  給  販  売  費 4,636

一  般  管  理  費 1,144

  営 業 利 益 969

営  業  外  収  益 289

営  業  外  費  用 253

  経 常 利 益 1,004

特   別   利   益 1

特   別   損   失 20

  税金等調整前四半期純利益 986

  法人税、住民税及び事業税 88

  法人税等調整額 337

  少数株主利益 41

  四半期純利益 519
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(単位：百万円) 

 
  

（訂正前）11ページ

(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科      目
前年同四半期

(19/4～19/6)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,019

減価償却費 1,876

退職給付引当金の減少額 △ 183

支払利息 211

売上債権の減少額 1,894

たな卸資産の増加額 △ 1,250

仕入債務の減少額 △ 120

預り金の増加額 1,515

その他 △ 3,783

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,179

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 1,594

有形固定資産の売却による収入 8

その他 △ 82

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,668

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

社債、借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 255

自己株式の取得による支出 △ 4

配当金の支払額 △ 148

その他 △ 10

財務活動によるキャッシュ・フロー 92

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 397

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,632

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 344

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,579
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(単位：百万円) 

 
  

（訂正後）

(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科      目
前年同四半期

(19/4～19/6)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 986

減価償却費 1,876

退職給付引当金の減少額 △ 183

支払利息 211

売上債権の減少額 907

たな卸資産の増加額 △ 1,250

仕入債務の減少額 △ 319

預り金の増加額 1,515

その他 △ 2,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,179

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 1,594

有形固定資産の売却による収入 8

その他 △ 82

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,668

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

社債、借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 255

自己株式の取得による支出 △ 4

配当金の支払額 △ 148

その他 △ 10

財務活動によるキャッシュ・フロー 92

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 397

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,632

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 344

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,579
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（訂正前）12ページ

(3) セグメント情報

  前第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

ガス事業 
(百万円)

工事・器具
事業  

(百万円)

ＬＰＧ事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

11,606 1,419 2,911 2,575 18,512 ― 18,512

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6 62 10 533 612 (612) ―

計 11,612 1,482 2,921 3,109 19,125 (612) 18,512

営業費用 10,104 1,463 2,584 3,055 17,207 302 17,510

営業利益 1,508 18 337 54 1,918 (915) 1,002

（訂正後）

(3) セグメント情報

  前第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

ガス事業 
(百万円)

工事・器具
事業  

(百万円)

ＬＰＧ事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

11,606 1,419 2,911 1,252 17,189 ― 17,189

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6 62 10 533 612 (612) ―

計 11,612 1,482 2,921 1,786 17,802 (612) 17,189

営業費用 10,104 1,463 2,584 1,765 15,917 302 16,220

営業利益 1,508 18 337 20 1,884 (915) 969
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