
平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成27年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 北海道瓦斯株式会社 上場取引所 東 札
コード番号 9534 URL http://www.hokkaido-gas.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大槻 博

問合せ先責任者 （役職名）
取締役 常務執行役員 経理部担当 
経理部長

（氏名） 堤 信之 TEL 011-207-7250

四半期報告書提出予定日 平成27年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第3四半期 65,246 8.6 △217 ― △605 ― 165 △86.9
26年3月期第3四半期 60,088 10.3 190 △76.2 △107 ― 1,259 ―

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 572百万円 （△67.9％） 26年3月期第3四半期 1,785百万円 （―％）

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

27年3月期第3四半期 2.38 1.92
26年3月期第3四半期 18.19 14.31

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 128,957 35,958 26.1
26年3月期 127,434 36,339 26.6
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 33,676百万円 26年3月期 33,955百万円

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

26年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
27年3月期 ― 4.00 ―
27年3月期（予想） 4.00 8.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 107,500 14.8 1,800 △9.6 1,500 △3.6 1,200 △40.6 17.30



(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） ： 無 

(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 

(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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 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 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期3Q 69,989,459 株 26年3月期 69,863,515 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 559,309 株 26年3月期 537,288 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 69,370,218 株 26年3月期3Q 69,269,216 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間(平成 26 年 4 月～12 月)のガス売上高は、ガス販売量の増加や原料費調整制度

の影響等、加えて LNG 販売量の増加により 13.3％増収となり、連結売上高は前年同四半期比 8.6％増の

65,246百万円となりました。 

費用の面においては、引き続き経営全般にわたる合理化、効率化を進めましたものの、LNG 価格の上昇に

よる都市ガス原材料費の増加等により、605 百万円の経常損失となりました。四半期純利益は同 86.9％減の

165百万円となりました。 

なお、当社グループの連結業績は、冬季から春先にかけてガス及び LPG 販売の需要が大きく、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）財政状態に関する説明 

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,522 百万円増加し128,957 百万円となりま

した。純資産は、前連結会計年度末に比べ381百万円減少し35,958百万円となりました。 

  これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の26.6％から26.1％となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

前述のガス売上高の季節的変動要因を踏まえると、通期の見通しに対する当四半期の業績の進捗状況は

概ね計画通りに推移しているため、通期の見通しは平成 26 年 3 月期決算発表時（平成 26 年 4 月 28 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（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 

  該当事項はありません。 

 

（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 

・会計方針の変更 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 第 25 号平成 24

年 5 月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用

指針第 67 項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務

費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づく割引率から単一の加重平均割引率

を使用する方法へ変更いたしました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従って、

当第３四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額

を利益剰余金に加減しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が 651 百万円増加し、利益剰余金

が 451 百万円減少しております。尚、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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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26年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年12月31日) 

資産の部 

固定資産 

有形固定資産 

製造設備 21,573,577 20,472,183

供給設備 43,306,611 42,055,881

業務設備 9,954,321 9,794,259

その他の設備 16,123,835 17,021,586

建設仮勘定 7,719,692 8,828,283

有形固定資産合計 98,678,037 98,172,194

無形固定資産 

その他 2,298,288 2,178,186

無形固定資産合計 2,298,288 2,178,186

投資その他の資産 

投資有価証券 4,133,598 4,864,360

退職給付に係る資産 1,358,310 1,179,291

繰延税金資産 682,388 683,038

その他 1,955,520 1,884,302

貸倒引当金 △48,811 △43,870

投資その他の資産合計 8,081,007 8,567,122

固定資産合計 109,057,333 108,917,504

流動資産 

現金及び預金 1,662,313 1,463,158

受取手形及び売掛金 10,731,843 10,142,764

商品及び製品 405,598 394,328

原材料及び貯蔵品 3,476,636 5,025,253

繰延税金資産 531,418 542,586

その他 1,916,701 2,800,490

貸倒引当金 △347,056 △328,355

流動資産合計 18,377,454 20,040,225

資産合計 127,434,788 128,957,729
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 (単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年12月31日) 

負債の部 

固定負債 

社債 29,000,000 29,000,000 

転換社債型新株予約権付社債 4,980,000 4,947,000 

長期借入金 26,418,470 27,268,217 

再評価に係る繰延税金負債 1,064,147 1,043,133 

退職給付に係る負債 3,585,693 3,932,523 

ガスホルダー修繕引当金 192,366 222,577 

保安対策引当金 159,409 70,228 

熱供給事業設備修繕引当金 51,287 115,647 

その他 795,115 1,050,956 

固定負債合計 66,246,489 67,650,281 

流動負債 

1年以内に期限到来の固定負債 5,304,662 5,675,751 

支払手形及び買掛金 3,231,649 5,304,061 

短期借入金 1,370,000 - 

コマーシャル・ペーパー 7,000,000 8,000,000 

その他 7,942,180 6,369,077 

流動負債合計 24,848,492 25,348,890 

負債合計 91,094,982 92,999,172 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,049,330 5,065,830 

資本剰余金 2,809,095 2,825,595 

利益剰余金 24,007,677 23,081,127 

自己株式 △141,317 △147,656 

株主資本合計 31,724,786 30,824,897 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 1,398,992 1,841,165 

土地再評価差額金 923,906 1,068,085 

退職給付に係る調整累計額 △92,137 △57,683 

その他の包括利益累計額合計 2,230,762 2,851,567 

少数株主持分 2,384,256 2,282,091 

純資産合計 36,339,805 35,958,557 

負債純資産合計 127,434,788 128,957,729 
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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25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

売上高 60,088,653 65,246,615

売上原価 39,480,545 45,606,341

売上総利益 20,608,108 19,640,274

供給販売費及び一般管理費 

供給販売費 17,876,276 17,276,886

一般管理費 2,540,883 2,581,173

供給販売費及び一般管理費合計 20,417,160 19,858,059

営業利益又は営業損失（△） 190,947 △217,784

営業外収益 

受取利息 1,067 319

受取配当金 100,018 115,984

受取賃貸料 85,141 81,055

その他 304,971 171,020

営業外収益合計 491,200 368,379

営業外費用 

支払利息 572,981 557,856

出向社員費用 148,233 153,990

その他 68,862 43,773

営業外費用合計 790,077 755,620

経常損失（△） △107,929 △605,026

特別利益 

固定資産売却益 1,223,310 1,063,146

負ののれん発生益 547,859 -

子会社清算益 135,048 -

特別利益合計 1,906,217 1,063,146

税金等調整前四半期純利益 1,798,288 458,120

法人税、住民税及び事業税 573,295 358,378

法人税等調整額 △24,988 3,938

法人税等合計 548,307 362,317

少数株主損益調整前四半期純利益 1,249,980 95,803

少数株主損失（△） △9,957 △69,296

四半期純利益 1,259,938 165,099
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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25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,249,980 95,803 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 535,085 442,121 

退職給付に係る調整額 - 34,453 

持分法適用会社に対する持分相当額 415 51 

その他の包括利益合計 535,500 476,626 

四半期包括利益 1,785,481 572,429 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 1,795,207 641,725 

少数株主に係る四半期包括利益 △9,725 △69,296 
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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25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 1,798,288 458,120

減価償却費 8,314,397 7,730,168

繰延資産償却額 127,731 -

投資有価証券評価損益（△は益） 911 -

有形固定資産売却損益（△は益） △1,222,300 △1,060,054

負ののれん発生益 △547,859 -

子会社清算損益（△は益） △135,048 -

保安対策引当金の増減額（△は減少） △104,023 △89,181

退職給付引当金の増減額（△は減少） 88,749 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 3,869

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - △82,562

貸倒引当金の増減額（△は減少） △78,506 △23,642

受取利息及び受取配当金 △101,086 △116,303

支払利息 572,981 557,856

売上債権の増減額（△は増加） △88,833 608,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,026,218 △2,206,985

仕入債務の増減額（△は減少） 856,186 1,859,496

未払消費税等の増減額（△は減少） 505,494 △236,046

その他 △88,802 149,984

小計 6,872,061 7,552,960

利息及び配当金の受取額 101,086 116,303

利息の支払額 △575,408 △571,517

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 101,414 △430,658

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,499,154 6,667,086

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） △21,011 △97,015

有形固定資産の取得による支出 △10,331,051 △8,152,038

有形固定資産の売却による収入 2,160,449 1,790,415

無形固定資産の取得による支出 △588,758 △426,261

投資有価証券の取得による支出 - △10,500

投資有価証券の売却による収入 6,436 2,835

子会社株式の取得による支出 △697,600 △126,030

子会社の清算による収入 114,247 -

長期前払費用の取得による支出 △274,230 △142,632

短期貸付金の純増減額（△は増加） △17,600 △10,470

その他 42,708 △7,042

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,606,409 △7,178,741
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 (単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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） △3,506,709 △1,370,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は
減少） 

1,000,000 1,000,000

長期借入れによる収入 5,050,000 5,400,000

長期借入金の返済による支出 △3,499,347 △4,195,393

社債の発行による収入 4,975,380 -

配当金の支払額 △557,735 △557,606

その他 △74,557 △61,517

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,387,031 215,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 279,776 △296,170

現金及び現金同等物の期首残高 1,136,466 1,545,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,416,242 1,249,127
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する重要事象等） 

  該当事項はありません。  

 

（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　　　　　％

54,539    10.0 92　△79.5 △328　   ― 487  △67.5

49,593    15.3 449　△59.5 2　△99.5 1,500　 843.9

77,903　  15.7 2,286  △20.5 1,667　△18.2 2,248    51.2

27年3月期第3四半期

26年3月期第3四半期

26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

（25.12.31現在） （26.12.31現在）

553,599 556,028 2,429 0.4

②ガス販売量 （単位:千m3）

前年同四半期 当四半期

（25.4～25.12） （26.4～26.12）

84,480 84,918 438 0.5

商業用 116,693 117,128 435 0.4

工業用 55,851 56,222 371 0.7

その他 44,913 44,694 △ 219 △ 0.5

計 217,457 218,044 587 0.3

301,937 302,962 1,025 0.3

3,751 4,446 695 18.5

305,688 307,408 1,720 0.6

（注）当社は平成25年９月１日からお客さまに供給するガスの標準熱量を変更いたしました。これに伴い、

　　  ガス販売量は従来の46.04655MJ（メガジュール）/ｍ3から45MJ/ｍ3に換算して表記しております。

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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