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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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        ％

23年 3月期第1四半期 16,350  8.0 2,221   14.8 1,987   14.4 1,221   10.9
22年 3月期第1四半期 15,143 △1.1 1,934   87.7 1,737   94.9 1,101  103.8

 

 
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

23年 3月期第1四半期 17.60 － 
22年 3月期第1四半期 15.85 － 

 
（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

23年 3月期第1四半期 111,318 32,905 26.8 430.00
22年 3月期 118,197 32,081 24.6 418.38

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期        29,850百万円 22年3月期        29,044百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
22年 3月期 － 3.00 － 4.00 7.00   
23年 3月期 －    

23年 3月期(予想)  3.50 － 3.50 7.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 29,700    2.3 1,000  △51.0 600  △64.6 350  △67.8 5.04
通  期 71,000    2.9 4,500   △3.9 3,500   △4.5 1,800    13.6 25.93

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 ( － )  、除外 －社 ( － )  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原

則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 69,869,637株 22年3月期 69,869,637株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 451,410株 22年3月期 449,795株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 69,418,379株 22年3月期1Ｑ 69,467,942株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

 
※ 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、四半期決算短信
（添付資料）2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第 1 四半期(平成 22 年 4 月～6 月)について、当社グループの主たる事業であるガスの販売量は、前年

同四半期比 14.9％増と堅調に推移し、ガス売上高は同 12.2％の増収となりました。売上高全体では、同

8.0％増の16,350百万円となりました。 

営業費用については、経営全般にわたる効率化を推進し、費用の抑制に引き続き努めました結果、経常

利益は同14.4％増の1,987百万円、四半期純利益は同10.9％増の1,221百万円となりました。 

なお、当社グループの連結業績は、ガス事業の占める割合が高く、冬季から春先にかけて多くの売上が

計上されるという季節的変動要因があります。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
当第1四半期末における総資産は、前期末に比べ6,878百万円減少し111,318百万円となりました。純資

産は、利益剰余金の増加等により前期末に比べ824百万円増加し32,905百万円となりました。 

  これらの結果、自己資本比率は、前期末の24.6％から26.8％となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
当第 1 四半期時点において、ここ数年の営業活動による家庭用ガスセントラル普及拡大に加え、春先の

気温が低めに推移したことにより、平成22年3月期決算発表時（平成22年5月7日）に公表した業績予想

に比べ今回、中間・通期の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を上方修正しております。これは、当

第1四半期の都市ガスの販売量が計画を上回り、売上高が当初予想を上回る見通しとなったためです。 

 

 

２．その他の情報 
（１）重要な子会社の異動の概要 
  該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当社は、当第 1 四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

 

・棚卸資産の評価方法 

当社及び一部の連結子会社は、当第 1 四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を

省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっておりま

す。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降の経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。 
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 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
① 会計処理基準に関する事項の変更 

・「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

   当第 1 四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年 3 月

10 日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 24 号 平

成20年3月10日）を適用しております。 

   これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

・資産除去債務に関する会計基準の適用 

   当第 1 四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20

年 3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成

20年3月31日）を適用しております。 

   これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

 

 ② 表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書関係） 

   「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成 21 年 3 月 24 日 内閣府令第 5 号）の適用により、当第 1 四半

期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 2,594,264 2,691,233

供給設備 47,935,689 47,965,652

業務設備 9,165,821 9,158,896

その他の設備 17,904,122 17,997,947

建設仮勘定 12,463,000 12,848,029

有形固定資産合計 90,062,898 90,661,759

無形固定資産   

その他 1,800,615 1,879,445

無形固定資産合計 1,800,615 1,879,445

投資その他の資産   

投資有価証券 2,901,206 3,095,031

繰延税金資産 2,112,967 2,025,530

その他 3,534,094 3,261,016

貸倒引当金 △140,641 △142,485

投資その他の資産合計 8,407,627 8,239,093

固定資産合計 100,271,141 100,780,298

流動資産   

現金及び預金 1,275,460 4,990,836

受取手形及び売掛金 4,734,314 6,527,811

商品及び製品 859,210 790,811

原材料及び貯蔵品 504,913 473,244

繰延税金資産 709,345 650,059

その他 1,605,839 2,435,159

貸倒引当金 △158,762 △165,439

流動資産合計 9,530,322 15,702,484

繰延資産   

開発費 1,516,101 1,712,479

その他 1,026 1,796

繰延資産合計 1,517,128 1,714,276

資産合計 111,318,591 118,197,060
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

社債 24,000,000 24,000,000

長期借入金 30,395,885 32,273,096

再評価に係る繰延税金負債 1,317,402 1,317,402

退職給付引当金 3,123,037 3,080,169

ガスホルダー修繕引当金 268,740 258,810

保安対策引当金 1,264,645 1,376,050

環境整備引当金 964,224 1,035,177

関係会社整理損失引当金 231,642 231,642

熱供給事業設備修繕引当金 256,977 210,025

その他 940,337 1,231,290

固定負債合計 62,762,892 65,013,663

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 7,522,403 7,543,847

支払手形及び買掛金 2,196,140 3,688,515

その他 5,931,770 9,869,859

流動負債合計 15,650,314 21,102,221

負債合計 78,413,207 86,115,885

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,039,330 5,039,330

資本剰余金 2,799,095 2,799,095

利益剰余金 22,455,958 21,495,956

自己株式 △124,022 △123,625

株主資本合計 30,170,362 29,210,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 408,842 538,833

繰延ヘッジ損益 13,195 36,803

土地再評価差額金 △742,333 △742,333

評価・換算差額等合計 △320,294 △166,696

少数株主持分 3,055,316 3,037,113

純資産合計 32,905,384 32,081,175

負債純資産合計 111,318,591 118,197,060
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 15,143,627 16,350,661

売上原価 6,566,335 6,943,327

売上総利益 8,577,292 9,407,334

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 5,814,903 6,347,757

一般管理費 827,965 838,015

供給販売費及び一般管理費合計 6,642,868 7,185,772

営業利益 1,934,423 2,221,561

営業外収益   

受取利息 1,708 1,251

受取配当金 26,149 27,582

受取賃貸料 － 38,086

熱量変更支援等収入 335,356 －

その他 153,583 99,529

営業外収益合計 516,798 166,449

営業外費用   

支払利息 271,502 246,333

熱量変更支援等支出 302,387 －

出向社員費用 － 56,570

持分法による投資損失 － 77,101

その他 139,540 20,733

営業外費用合計 713,430 400,738

経常利益 1,737,791 1,987,272

税金等調整前四半期純利益 1,737,791 1,987,272

法人税、住民税及び事業税 621,804 719,804

法人税等調整額 29,809 27,790

法人税等合計 651,613 747,594

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,239,677

少数株主利益又は少数株主損失（△） △15,116 18,202

四半期純利益 1,101,294 1,221,474
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,737,791 1,987,272

減価償却費 2,177,946 2,214,159

繰延資産償却額 305,917 197,148

保安対策引当金の増減額（△は減少） △127,646 △111,404

環境整備引当金の増減額（△は減少） － △70,952

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72,447 42,868

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52,487 △8,521

受取利息及び受取配当金 △27,858 △28,834

支払利息 271,502 246,333

売上債権の増減額（△は増加） 2,621,473 2,147,253

たな卸資産の増減額（△は増加） △113,727 △191,494

仕入債務の増減額（△は減少） △3,336,734 △3,602,196

未払消費税等の増減額（△は減少） 128,717 28,692

その他 1,048,666 △90,067

小計 4,706,010 2,760,258

利息及び配当金の受取額 27,858 28,834

利息の支払額 △265,363 △250,247

法人税等の支払額 △671,391 △1,124,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,797,113 1,414,070

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 △3,262,709 △2,824,953

有形固定資産の売却による収入 2,862 2,487

無形固定資産の取得による支出 △217,727 △43,040

投資有価証券の取得による支出 △17,000 △25,440

投資有価証券の売却による収入 3,800 103

子会社株式の取得による支出 △200,100 －

長期前払費用の取得による支出 △68,107 △60,088

繰延資産の取得による支出 △494,775 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △81,000 △27,000

長期貸付金の回収による収入 3,800 －

その他 △352,266 40,843

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,683,223 △2,937,087
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △555,001 －

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 3,000,000 －

長期借入れによる収入 280,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,364,358 △1,898,931

配当金の支払額 △208,412 △277,679

その他 △11,329 △15,748

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,140,899 △2,192,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 254,790 △3,715,376

現金及び現金同等物の期首残高 906,379 4,990,836

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,161,169 1,275,460
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（４）継続企業の前提に関する注記 
  該当事項はありません。  

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
  該当事項はありません。 

 

 

４．補足情報 
（１）四半期個別経営成績等の概況 

 

（％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　　　　　％

12,862     9.1 2,015　  18.6 1,809  　20.8 1,142  　19.0

11,784　 　5.1 1,699　  84.8 1,497  　97.3 960  　96.2

53,385　 　1.9 3,606    57.9 2,603  　81.4 955   251.3

23年3月期第1四半期

22年3月期第1四半期

22年3月期  

 

（２）四半期個別ガス販売実績等 
  

   

①お客さま件数 （件）

前年同四半期末 当四半期末
（21.6.30現在） （22.6.30現在）

562,017 560,778 △1,239 △0.2

②ガス販売量 （単位:千m3）

前年同四半期 当四半期

（21.4～21.6） （22.4～22.6）

28,280 32,678 4,398 15.5

商業用 35,001 38,577 3,576 10.2

工業用 16,159 16,853 694 4.3

その他 11,478 15,687 4,209 36.7

計 62,638 71,117 8,479 13.5

90,918 103,795 12,877 14.2

298 980 682 228.9

91,216 104,775 13,559 14.9総販売量

他事業者向け供給

小計

業
務
用

お客さま件数

家庭用

増減 率（％)

増減 率（％)
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