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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第48期

第２四半期累計期間
第49期

第２四半期累計期間
第48期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 4,687,724 4,857,697 10,691,839

経常利益 (千円) 101,721 101,036 582,066

四半期(当期)純利益 (千円) 69,677 71,688 382,251

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 500,000 500,000 500,000

発行済株式総数 (株) 9,000,000 9,000,000 9,000,000

純資産額 (千円) 6,644,085 6,416,007 6,931,275

総資産額 (千円) 10,847,977 10,924,222 12,067,081

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 7.74 8.34 42.49

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 3.5 3.5 ７

自己資本比率 (％) 61.2 58.7 57.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 615,809 536,072 2,040,419

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △728,141 △1,101,386 △1,290,354

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △399,248 △347,274 △610,844

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 708,796 447,009 1,359,597

　

回次
第48期

第２四半期会計期間
第49期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純損失（△） (円) △9.91 △10.27

(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　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(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 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はあり
ません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項
のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書
に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）の売上高は、新規のお客さまの増加
によるガス販売量の増加及び器具の拡販等により前年同期に比べ3.6％増の4,857,697千円となりまし
た。
利益については、ガス・工事・器具の拡販に努め、提案営業活動による粗利益の確保に努めました。

需要開発費用の増加等から、経常利益は前年同期に比べ0.7％減の101,036千円となり、四半期純利益
は、固定資産売却益等特別利益の計上等により前年同期に比べ2.9％増の71,688千円となりました。
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季節的変動要因があり

ます。
　

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〕
　
ガス販売量は、新規のお客さまの獲得及び業務用ガス販売量の増加により前年同期に比べ3.9％増の

26,451千㎥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2.4％増の3,034,729千円となり

ました。
都市ガス事業の工事・器具売上高は、器具の拡販に積極的な営業活動を展開してまいりました結果、

前年同期に比べ3.7％増の822,669千円となりました。
この結果、都市ガス事業の売上高は、前年同期に比べ2.6％増の3,857,399千円となり、セグメント利

益は前年同期に比べ7.3％増の338,610千円となりました。
　

〔ＬＰガス事業〕
　
ガス販売量は、都市ガス事業同様新規のお客さまを獲得いたしましたが、業務用ガス販売量の減少に

より前年同期に比べ9.9％減の4,152ｔ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りましたが、新規のお客さまの増加及びＬＰガス

料金の一部見直しにより前年同期に比べ1.1％増の813,099千円となりました。
ＬＰガス事業の工事・器具売上高は、都市ガス事業同様器具の拡販に積極的な営業活動を展開してま

いりました結果、前年同期に比べ48.8％増の187,198千円となりました。
この結果、ＬＰガス事業の売上高は、前年同期に比べ7.6％増の1,000,297千円となり、セグメント損

失は71,460千円（前年同期は37,522千円のセグメント損失）となりました。
　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期会計期間の総資産は、現金及び預金の減少等により前事業年度末に比べ1,142,859千円
減の10,924,222千円となりました。
当第２四半期会計期間の負債は、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

627,591千円減の4,508,214千円となりました。
当第２四半期会計期間の純資産は、自己株式の取得（純資産は減少）により前事業年度末に比べ

515,268千円減の6,416,007千円となりました。この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ1.3ポイ
ント増の58.7％となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期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

912,588千円減少の447,009千円(前期比67.1％減)となりました。
　

（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、536,072千円(前年同期比79,737千円減)となりました。この主な収

入要因は税引前四半期純利益105,412千円、減価償却費649,869千円であります。
　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により使用した資金は、1,101,386千円(前年同期比373,244千円増)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1,136,421千円であります。
　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は、347,274千円(前年同期比51,974千円減)となりました。この主な収

入要因は短期借入れによる収入600,000千円、主な支出要因は自己株式の取得による支出555,562千円で
あります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた
課題はありません。
　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 36,000,000

計 36,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,000,000 9,000,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は
100株であります。

計 9,000,000 9,000,000 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年９月30日 ― 9,000,000 ― 500,000 ― 72,548
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(6) 【大株主の状況】

平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本瓦斯株式会社 東京都中央区八丁堀２－10－７ 3,612 40.1

新日本ガス取引先持株会 埼玉県北本市古市場１－５ 193 2.2

新日本瓦斯従業員持株会 埼玉県北本市古市場１－５ 184 2.1

日本瓦斯運輸整備株式会社 東京都西東京市芝久保町１－23－１ 176 2.0

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
常任代理人　日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社

東京都港区浜松町２－11－３ 175 1.9

山　中　和　子 埼玉県久喜市 141 1.6

本　多　美　津　夫 埼玉県北本市 89 1.0

深　澤　凉　子 北海道苫小牧市 82 0.9

中　村　昭　八 横浜市港北区 81 0.9

愛知時計電機株式会社 名古屋市熱田区千年１－２－70 77 0.9

計 － 4,815 53.5

(注) 上記の他、当社所有の自己株式1,484千株（16.5％）があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】　

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

－
株主としての権利内容に制限のない
標準となる株式普通株式 1,484,600

完全議決権株式(その他) 普通株式 7,515,300 75,153 同上

単元未満株式 普通株式 100 － 同上

発行済株式総数 9,000,000 － －

総株主の議決権 － 75,153 －

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。

　

② 【自己株式等】　

平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
新日本瓦斯㈱

北本市古市場１－５ 1,484,600 ― 1,484,600 16.5

計 － 1,484,600 ― 1,484,600 16.5

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内
閣府令第63号)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成25年７月１日か
ら平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日まで)に係る
四半期財務諸表について、協立監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

供給設備 7,627,158 7,601,401

業務設備 645,578 649,962

附帯事業設備 370,988 405,675

建設仮勘定 168,154 238,126

有形固定資産合計 8,811,881 8,895,165

無形固定資産

のれん 37,998 12,878

その他無形固定資産 59,391 67,536

無形固定資産合計 97,389 80,414

投資その他の資産

投資有価証券 69,523 68,669

社内長期貸付金 35,168 33,883

出資金 12,468 12,468

長期前払費用 306,522 279,318

繰延税金資産 132,117 126,109

リース投資資産 102,634 92,926

その他投資 23,729 15,163

投資その他の資産合計 682,164 628,537

固定資産合計 9,591,436 9,604,118

流動資産

現金及び預金 1,359,597 447,009

受取手形
※1 8,171 ※1 51,514

売掛金 534,024 395,231

未収入金 114,436 36,785

製品 111,838 46,817

貯蔵品 32,423 33,952

前払金 791 638

前払費用 9,472 63,819

関係会社短期債権 － 180

繰延税金資産 52,659 51,593

その他流動資産 20,788 23,292

附帯事業売掛金 150,712 131,754

附帯事業流動資産 61,794 37,773

貸倒引当金 △35,741 △27,597

流動資産合計 2,420,970 1,292,766

繰延資産

開発費 54,675 27,337

繰延資産合計 54,675 27,337

資産合計 12,067,081 10,924,222
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

固定負債

長期借入金 992,414 736,157

退職給付引当金 262,344 266,214

役員退職慰労引当金 136,659 102,642

ガスホルダー修繕引当金 42,508 48,878

リース債務 145,395 167,969

その他固定負債 7,680 7,680

固定負債合計 1,587,002 1,329,541

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 655,713 574,342

支払手形
※1 87,896 ※1 75,803

買掛金 335,631 223,046

短期借入金 － 300,000

未払金 220,595 155,891

未払費用 57,038 58,151

未払法人税等 195,654 49,734

前受金 108,825 122,413

預り金 19,338 13,899

関係会社支払手形 1,036,880 825,905

関係会社買掛金 100,821 56,829

関係会社短期借入金 － 300,000

関係会社未払金 396,210 160,689

賞与引当金 91,579 95,196

その他流動負債 1,593 1,703

附帯事業流動負債 241,024 165,065

流動負債合計 3,548,803 3,178,673

負債合計 5,135,806 4,508,214

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 3,599,500 3,699,500

繰越利益剰余金 2,645,939 2,586,139

利益剰余金合計 6,338,723 6,378,923

自己株式 △1,302 △556,865

株主資本合計 6,909,968 6,394,606

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21,306 21,401

評価・換算差額等合計 21,306 21,401

純資産合計 6,931,275 6,416,007

負債純資産合計 12,067,081 10,924,222

EDINET提出書類

新日本瓦斯株式会社(E04532)

四半期報告書

10/20



(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

製品売上

ガス売上 2,964,784 3,034,729

売上原価

期首たな卸高 125,387 111,838

当期製品仕入高 1,151,724 1,277,036

当期製品自家使用高 2,572 2,467

期末たな卸高 43,635 46,817

売上原価合計 1,230,903 1,339,590

売上総利益 1,733,881 1,695,139

供給販売費及び一般管理費

供給販売費
※1 1,511,861 ※1 1,436,554

一般管理費
※1 202,146 ※1 191,546

供給販売費及び一般管理費合計 1,714,008 1,628,100

事業利益 19,872 67,039

営業雑収益

受注工事収益 130,311 117,111

器具販売収益 662,782 705,557

その他営業雑収益 59 －

営業雑収益合計 793,153 822,669

営業雑費用

受注工事費用 122,687 113,088

器具販売費用 553,617 607,182

営業雑費用合計 676,304 720,271

附帯事業収益 929,785 1,000,297

附帯事業費用 967,307 1,071,758

営業利益 99,199 97,976

営業外収益

受取利息 272 233

受取配当金 553 474

保険配当金 3,986 3,420

雑収入 7,211 5,745

営業外収益合計 12,023 9,872

営業外費用

支払利息 9,502 6,621

雑支出 － 192

営業外費用合計 9,502 6,813

経常利益 101,721 101,036
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 642 2,574

投資有価証券売却益 － 1,801

特別利益合計 642 4,376

特別損失

固定資産売却損 － 0

特別損失合計 － 0

税引前四半期純利益 102,363 105,412

法人税等 39,109 26,692

法人税等調整額 △6,424 7,031

法人税等合計 32,685 33,723

四半期純利益 69,677 71,688
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 102,363 105,412

減価償却費 632,765 649,869

のれん償却額 25,093 25,119

長期前払費用償却額 54,427 54,708

繰延資産償却額 78,554 27,337

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,832 △8,143

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,198 3,616

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,681 3,870

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,133 △34,017

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 6,030 6,370

受取利息及び受取配当金 △826 △707

支払利息 9,502 6,621

固定資産売却損益（△は益） △642 △2,574

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,801

有形固定資産除却損 10,123 270

売上債権の増減額（△は増加） 167,434 114,408

たな卸資産の増減額（△は増加） 98,066 68,385

仕入債務の増減額（△は減少） △375,957 △312,093

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,742 4,361

その他 △3,107 △1,307

小計 797,265 709,706

利息及び配当金の受取額 826 707

利息の支払額 △9,510 △6,849

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △172,771 △167,492

営業活動によるキャッシュ・フロー 615,809 536,072

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 △367 △383

投資有価証券の売却による収入 － 3,176

有形固定資産の取得による支出 △667,085 △1,136,421

有形固定資産の売却による収入 1,661 4,682

工事負担金等受入による収入 19,607 49,767

無形固定資産の取得による支出 △16,861 △3,626

のれんの取得による支出 △3,504 －

長期前払費用の取得による支出 △67,400 △28,430

その他 5,809 9,850

投資活動によるキャッシュ・フロー △728,141 △1,101,386
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30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 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △453,313 △348,087

短期借入れによる収入 － 600,000

自己株式の取得による支出 △18 △555,562

配当金の支払額 △40,405 △31,518

リース債務の返済による支出 △5,511 △12,105

財務活動によるキャッシュ・フロー △399,248 △347,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △511,580 △912,588

現金及び現金同等物の期首残高 1,220,377 1,359,597

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 708,796 ※1 447,009

EDINET提出書類

新日本瓦斯株式会社(E04532)

四半期報告書

14/20



【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※１　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残
高に含まれております。

　
前事業年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

受取手形 551千円 ―千円

支払手形 10,447 ―

　

(四半期損益計算書関係)

※１　供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前第２四半期累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

　

科目
供給販売費
(千円)

一般管理費
(千円)

給料 189,052 38,306

賞与引当金繰入額 61,490 9,918

退職給付費用 29,124 5,953

役員退職慰労
引当金繰入額

─ 8,726

ガスホルダー修繕
引当金繰入額

6,030 ─

需要開発費 183,481 ─

減価償却費 622,551 12,546

　

科目
供給販売費
(千円)

一般管理費
(千円)

給料 183,175 38,877

賞与引当金繰入額 65,095 9,687

退職給付費用 27,807 6,026

役員退職慰労
引当金繰入額

― 6,678

ガスホルダー修繕
引当金繰入額

6,370 ―

需要開発費 121,291 ―

減価償却費 635,287 11,082

　２　売上高の季節的変動

前第２四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)及び当第２四半期累計期間（自　

平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）
当社の売上高は、ガスのウエイトが高いため、冬期を中心に多く計上される季節的変動要因がありま

す。
　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

（平成24年９月30日現在）

現金及び預金勘定 708,796千円

現金及び現金同等物 708,796

（平成25年９月30日現在）

現金及び預金勘定 447,009千円

現金及び現金同等物 447,009
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(株主資本等関係)
　

前第２四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 40,486 4.5 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

　
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の

末日後となるもの
　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月25日
取締役会

普通株式 31,488 3.5 平成24年９月30日 平成24年11月19日 利益剰余金

　

当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 31,488 3.5 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

　
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の

末日後となるもの
　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月29日
取締役会

普通株式 26,303 3.5 平成25年９月30日 平成25年11月19日 利益剰余金

　
３．株主資本の著しい変動

自己株式の取得
当社は、平成25年８月12日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得する事を決議し、下記のとおり実施いた
しました。
なお、平成25年８月13日の取得をもちまして、平成25年８月12日開催の取締役会に基づく自己株式

の取得は終了いたしました。

取得対象株式の種類 当社普通株式

取得した株式の総数 1,481,500株

株式の取得価額 555,562,500円

取得日 平成25年８月13日

取得方法
東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－
３）による買付け
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 (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 3,757,938 929,785 4,687,724

計 3,757,938 929,785 4,687,724

セグメント利益又は損失(△) 315,660 △37,522 278,138

(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。
　

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書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)
　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 278,138

全社費用（注） 178,938

四半期損益計算書の営業利益 99,199

(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。
　

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 (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 3,857,399 1,000,297 4,857,697

計 3,857,399 1,000,297 4,857,697

セグメント利益又は損失(△) 338,610 △71,460 267,149

(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。
　

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書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)
　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 267,149

全社費用（注） 169,172

四半期損益計算書の営業利益 97,976

(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。
　

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

  １株当たり四半期純利益 ７円74銭 ８円34銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益(千円) 69,677 71,688

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益(千円) 69,677 71,688

    普通株式の期中平均株式数(千株) 8,996 8,600

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
　

２ 【その他】

第49期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)中間配当については、平成25年10月29日開催の取
締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行
うことを決議いたしました。

　①　配当金の総額 26,303千円

　②　１株当たりの金額 ３円50銭

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年11月19日

　

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　南　　部　　敏　　幸　　㊞

業務執行社員 　 公認会計士　　田　　中　　伴　　一　　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月12日

新日本瓦斯株式会社

取締役会  御中

協立監査法人

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新
日本瓦斯株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第49期事業年度の第２四半期会計期間
(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年９
月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッ
シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半
期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、新日本瓦斯株式会社の平成25年９月30日現在の財政
状態並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表
示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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