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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年3月期第3四半期 54,496 7.8 801 △35.4 323 △63.0 △25 ―

24年3月期第3四半期 50,530 4.4 1,240 △47.1 874 △48.3 709 △38.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 135百万円 （△83.1％） 24年3月期第3四半期 802百万円 （△23.0％）

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

25年3月期第3四半期 △0.37 ―

24年3月期第3四半期 10.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 127,999 34,486 24.0
24年3月期 118,860 34,391 26.3

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  30,770百万円 24年3月期  31,231百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ― 4.00 ―

25年3月期（予想） 4.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

通期 80,500 4.1 3,000 △34.0 2,600 △36.2 1,500 △11.3 21.62



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 北海道LNG株式会社 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有

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3Q 69,869,637 株 24年3月期 69,869,637 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 508,909 株 24年3月期 498,972 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 69,367,373 株 24年3月期3Q 69,381,257 株
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１．当四半期決算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3四半期連結累計期間(平成 24 年 4月～12 月)の都市ガス売上高は、家庭用、業務用ガス販売量の増

加等により、前年同四半期比2.0％増の31,466百万円となりました。 

この都市ガス売上高の増加に加え、ＬＮＧ販売収益の増加等を受け、連結売上高は同 7.8％増の 54,496

百万円となりました。 

一方、費用の面においては、引き続き経営全般にわたる合理化、効率化に努めましたが、当第 3 四半期

連結会計期間に石狩ＬＮＧ基地が稼働し、原料構成の変化を受け原材料費が増加したこと等により、経常利

益は同 63.0％減の 323 百万円となりました。これに加え、投資有価証券評価損を特別損失に計上し、法人

税等を計上した結果、25百万円の四半期純損失となりました。 

なお、当社グループの連結業績は、都市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3四半期末における総資産は、前期末に比べ9,138百万円増加し127,999百万円となりました。純資

産は、前期末に比べ95百万円増加し34,486百万円となりました。 

  これらの結果、自己資本比率は、前期末26.3％から24.0％となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
足下のガス販売等売上高は順調に推移しておりますが、前述の都市ガス売上高の季節的変動要因や省エ

ネ志向によるエネルギー需要の動向等の変動要素があるため、現時点において、通期の見通しは平成 24 年

3月期決算発表時（平成24年4月27日）に公表した業績予想から修正はございません。 

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
  当第 3 四半期連結会計期間より、石狩 LNG 基地の設備所有に伴い重要性が増した北海道 LNG㈱を連結の範

囲に含めております。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
・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）会計方針の変更･会計上の見積りの変更･修正再表示 
・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 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第 1 四半期連結会計期間より、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。 

この変更による当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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・出向者労務費に係る当社負担額の会計処理の変更について 

  従来、出向者労務費の当社負担額については、一括して営業外費用として処理しておりましたが、当第

3四半期連結会計期間より、連結子会社に対するものについては、出向者の業務内容に鑑みて「売上原

価」もしくは「販売費及び一般管理費」で処理する方法に変更しております。 

この変更は、連結範囲の変更に伴い、連結営業損益をより適正に表示することを目的に行ったもので

あります。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第 3 四半期連結累計期間の営業利益が 110,760  

千円減少しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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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)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 2,851,468 23,736,445

供給設備 47,988,287 47,469,001

業務設備 8,251,368 8,924,058

その他の設備 16,731,123 16,147,365

建設仮勘定 19,171,733 2,349,920

有形固定資産合計 94,993,981 98,626,791

無形固定資産

のれん － 36,543

その他 2,082,308 2,077,558

無形固定資産合計 2,082,308 2,114,102

投資その他の資産

投資有価証券 3,404,022 3,111,014

繰延税金資産 1,330,567 1,250,351

その他 3,677,579 4,609,728

貸倒引当金 △87,057 △65,761

投資その他の資産合計 8,325,111 8,905,333

固定資産合計 105,401,401 109,646,227

流動資産

現金及び預金 791,698 851,265

受取手形及び売掛金 9,097,186 8,999,526

商品及び製品 459,136 615,549

原材料及び貯蔵品 496,934 3,381,702

繰延税金資産 660,898 713,404

その他 1,748,487 3,876,155

貸倒引当金 △306,079 △340,101

流動資産合計 12,948,262 18,097,501

繰延資産

開発費 511,295 255,554

繰延資産合計 511,295 255,554

資産合計 118,860,959 127,999,283
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

固定負債

社債 24,000,000 24,000,000

転換社債型新株予約権付社債 － 5,000,000

長期借入金 24,382,214 27,448,607

再評価に係る繰延税金負債 1,108,271 1,107,928

退職給付引当金 3,255,144 3,287,410

ガスホルダー修繕引当金 141,988 142,014

保安対策引当金 645,820 362,483

熱供給事業設備修繕引当金 201,946 273,076

その他 745,197 712,317

固定負債合計 54,480,582 62,333,838

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 11,018,368 4,940,816

支払手形及び買掛金 5,149,008 4,892,589

短期借入金 1,318,887 6,523,994

コマーシャル・ペーパー 2,000,000 7,000,000

関係会社整理損失引当金 177,100 －

その他 10,325,590 7,821,169

流動負債合計 29,988,955 31,178,570

負債合計 84,469,538 93,512,409

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 22,199,955 21,595,749

自己株式 △135,514 △137,792

株主資本合計 29,902,867 29,296,383

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 489,485 635,703

繰延ヘッジ損益 2,643 △25

土地再評価差額金 836,527 838,636

その他の包括利益累計額合計 1,328,657 1,474,314

少数株主持分 3,159,896 3,716,176

純資産合計 34,391,421 34,486,873

負債純資産合計 118,860,959 127,999,283
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

売上高 50,530,576 54,496,478

売上原価 26,208,771 31,461,719

売上総利益 24,321,804 23,034,759

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 20,445,545 19,399,338

一般管理費 2,635,816 2,833,691

供給販売費及び一般管理費合計 23,081,361 22,233,030

営業利益 1,240,442 801,728

営業外収益

受取利息 6,057 5,631

受取配当金 50,713 51,572

受取賃貸料 114,526 89,195

その他 330,774 260,996

営業外収益合計 502,071 407,396

営業外費用

支払利息 656,239 582,128

その他 211,452 303,047

営業外費用合計 867,691 885,176

経常利益 874,822 323,948

特別利益

退職給付制度改定益 349,051 －

特別利益合計 349,051 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 184,229

特別損失合計 － 184,229

税金等調整前四半期純利益 1,223,874 139,718

法人税、住民税及び事業税 465,948 112,791

法人税等調整額 22,333 34,711

法人税等合計 488,281 147,503

少数株主損益調整前四半期純利益又は 
少数株主損益調整前四半期純損失（△）

735,592 △7,784

少数株主利益 25,939 17,611

四半期純利益又は四半期純損失（△） 709,652 △25,395
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は 
少数株主損益調整前四半期純損失（△）

735,592 △7,784

その他の包括利益

土地再評価差額金 192,592 －

その他有価証券評価差額金 △102,037 145,957

繰延ヘッジ損益 △25,826 △2,669

持分法適用会社に対する持分相当額 2,674 148

その他の包括利益合計 67,402 143,436

四半期包括利益 802,995 135,651

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 777,055 118,152

少数株主に係る四半期包括利益 25,939 17,498
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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３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31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 1,223,874 139,718

減価償却費 7,451,243 7,583,359

繰延資産償却額 311,753 255,740

投資有価証券評価損益（△は益） 1,800 184,229

保安対策引当金の増減額（△は減少） △390,616 △283,336

環境整備引当金の増減額（△は減少） △614,015 －

関係会社整理損失引当金の増減額 
（△は減少）

△373,458 △158,475

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,762 32,266

貸倒引当金の増減額（△は減少） 808 168,120

受取利息及び受取配当金 △56,770 △57,204

支払利息 656,239 582,128

売上債権の増減額（△は増加） △356,631 142,462

たな卸資産の増減額（△は増加） △662,769 △3,565,673

仕入債務の増減額（△は減少） △1,336,327 △1,492,425

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,377 △1,285,032

その他 1,406,190 568,097

小計 7,327,460 2,813,975

利息及び配当金の受取額 56,770 57,442

利息の支払額 △663,861 △615,212

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △558,092 △1,315,052

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,162,277 941,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） － △35,176

有形固定資産の取得による支出 △9,376,115 △14,071,279

有形固定資産の売却による収入 26,812 1,985,098

無形固定資産の取得による支出 △290,043 △551,669

無形固定資産の売却による収入 － 408

投資有価証券の取得による支出 － △99,993

投資有価証券の売却による収入 12,020 100

子会社株式の取得による支出 △300,000 △66,567

長期前払費用の取得による支出 △162,804 △308,150

短期貸付金の純増減額（△は増加） △310,000 △98,586

その他 28,267 17,809

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,371,863 △13,228,007
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31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） 260,771 5,085,107

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

1,000,000 5,000,000

長期借入れによる収入 4,250,000 6,500,000

長期借入金の返済による支出 △5,017,911 △4,537,230

社債の発行による収入 9,949,353 －

社債の償還による支出 △5,000,000 △5,000,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 － 4,858,408

少数株主からの払込みによる収入 － 600,000

配当金の支払額 △520,378 △557,558

その他 △55,985 △60,771

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,865,850 11,887,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 656,263 △398,897

現金及び現金同等物の期首残高 598,612 791,698

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 315,852

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,254,875 708,653

北海道瓦斯㈱　（9534）　平成25年3月期第2四半期決算短信

9



 

 

（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（累計） 
 

四半期個別経営成績等の概況（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　　　　　％

43,015     7.8 1,109   　3.7 424　△29.7 158　△71.8

39,908     6.1 1,070　△41.5 604　△47.9 563　△33.1

60,958　 　8.1 3,953    14.2 3,320  　18.3 1,386    45.5

25年3月期第3四半期

24年3月期第3四半期

24年3月期  

 

（２）四半期個別ガス販売実績等 

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

（23.12.31現在） （24.12.31現在）

554,785 552,004 △ 2,781 △ 0.5

②ガス販売量 （単位:千m3）

前年同四半期 当四半期

（23.4～23.12） （24.4～24.12）

77,068 77,811 743 1.0

商業用 115,981 120,263 4,282 3.7

工業用 53,984 53,397 △ 587 △ 1.1

その他 39,613 41,584 1,971 5.0

計 209,578 215,244 5,666 2.7

286,646 293,055 6,409 2.2

2,652 3,048 396 14.9

289,298 296,103 6,805 2.4

増減率（％)

増減 増減率（％)

増減

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
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