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連結キャッシュフロー計算書（2年分）  Two-Year Consolidated Statements of Cash Flows

（単位Unit：百万円 /¥ millions）
3月 31日に終了した 1年間 Fiscal years ended March 31 2000 2001
営業活動によるキャッシュフロー Net cash provided by operating activities 154,641 187,512
税金等調整前当期純利益 　　Net income 43,738 45,084
減価償却費 　　Depreciation 136,214 146,419
長期前払費用償却費 　　Amortization of long-term prepayments 4,092 3,955
その他 　　Others △ 29,403 △ 7,946

投資活動によるキャッシュフロー Net cash used in investing activities △ 124,333 △ 115,846
有形固定資産の取得による支出 　　Purchases of property, plant and equipment △ 115,324 △ 103,609
無形固定資産の取得による支出 　　Purchases of intangible fixed assets △ 5,176 △ 7,599
その他 　　Others △ 3,833 △ 4,638

財務活動によるキャッシュフロー Net cash provided by financing activities 22,802 △ 104,426
短期借入金の純増（減）額 　　Proceeds from (Payments for) of short-term bank loans △ 10,279 △ 1,720
社債及び長期借入による収入 　　Proceeds from long-term debt 94,698 59,359
社債及び長期借入金の償還・返済 　　Payments of long-term debt △ 47,524 △ 147,969
配当金の支払額 　　Cash dividends paid △ 14,053 △ 14,047
少数株主への配当金の支払額 　　Cash dividends paid to minority shareholders △ 39 △ 49

現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents － 7

現金及び現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 53,110 △ 32,752

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

連結子会社　Consolidated Subsidiaries
会社名 主な事業内容 資本金(百万円） 当社グループ持株比率（％） 2001年 3月期売上高(百万円）
Company Business Common Stock (￥ millions) Equity Interest (%) Net sales for the year ended March 31, 2001 (￥ millions)
東京ガス都市開発（株） 不動産管理・賃貸・仲介など

8,779 100 36,894Tokyo Gas Urban Development Co., Ltd. Real estate leasing, management, and brokerage, etc.
（株）ガスター ガス器具の製造・販売

2,450 66.7 29,687Gastar Co., Ltd. Production and wholesale of gas appliances
（株）関配 ガス設備工事、ガス機器販売

1,300 93.3 49,125KANPAI Co., Ltd. Gas facilities construction and gas appliance sales
東京エルエヌジータンカー（株） ＬＮＧ、ＬＰＧの輸送および船舶の貸渡

1,200 100 1,799Tokyo LNG Tanker Co., Ltd. LNG and LPG transportation, and chartering of carriers
東京ガスエネルギー（株） 液化石油ガス・コークスの販売

1,000 100 20,840Tokyo Gas Energy Co., Ltd. Sales of liquefied petroleum gas (LPG) and coke
東京ガスケミカル(株） 工業用、化学用ガスの販売

1,000 100 19,564Tokyo Gas Chemicals Co., Ltd. Sales of gas for industry and chemicals
パークタワーホテル（株） ホテル「パークハイアット東京」の経営

1,000 100 9,351Park Tower Hotel Co., Ltd. Hotel Park Hyatt Tokyo management
東京酸素窒素（株） 液化酸素・窒素の製造・販売

800 54 2,473Tokyo Oxygen and Nitrogen Co., Ltd. Production and wholesale of liquefied oxygen and nitrogen
千葉ガス（株） 八千代市、成田市周辺地域における都市ガス供給

480 99.9 10,885Chiba Gas Co., Ltd. Supply of gas to Yachiyo City, Narita City, and surrounding cities
ティージー・クレジットサービス（株） 情報機器、ガス機器、事務機器、ガス機器のクレジット業務ならびに各種リース業務

450 100 11,782TG Credit Service Co., Ltd. Leasing of information equipment, gas appliances, and office equipment, and credit administration connected with gas appliances and installations
（株）ティージー情報ネットワーク 情報処理サービス、ソフト開発、コンピュータ機器の販売など

450 100 24,945TG Information Network Co., Ltd. Information processing services, software development and sales of computer equipment, etc.
筑波学園ガス（株） つくば市における都市ガス供給

280 100 4,081Tsukuba Gakuen Gas Co., Ltd. Supply of gas to Tsukuba City
ティージー・エンタープライズ（株） 東京ガスと関係会社に対する金融業務、リース事業

200 100 944TG Enterprise Co., Ltd. Financial administration and building leasing for Tokyo Gas and related companies
東京ガス・エンジニアリング（株） エネルギー関連事業向けを中心とした総合エンジニアリング

100 100 31,563Tokyo Gas Engineering Co., Ltd. Comprehensive engineering services with a particular focus on energy-related work


