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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第３四半期 67,956 21.3 237 － 276 － 68 －

29年３月期第３四半期 56,014 △10.0 △1,123 － △866 － △883 －
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 102百万円( －％) 29年３月期第３四半期 △606百万円( －％)
　

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

30年３月期第３四半期 0.79 0.79

29年３月期第３四半期 △11.06 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第３四半期 141,210 42,920 29.1

29年３月期 136,058 42,048 29.5
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 41,029百万円 29年３月期 40,072百万円
　

　

　

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

29年３月期 － 4.00 － 4.00 8.00

30年３月期 － 4.00 －

30年３月期(予想) 4.00 8.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 100,000 14.9 2,200 46.1 1,900 4.2 1,200 △7.5 13.85
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（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
　

（注）詳細は、添付資料８ページ「（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 （四半期連結財務諸表の作成に特
有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無
　

（注）詳細は、添付資料８ページ「（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 （会計上の見積りの変更）」をご
覧ください。

　

（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) 30年３月期３Ｑ 88,691,638株 29年３月期 82,703,137株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 628,071株 29年３月期 607,047株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 86,621,788株 29年３月期３Ｑ 79,890,844株

　
　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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、添付資料２ページ「１．当四半期決
算に関する定性的情報（３）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。
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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29年４月～12月)の都市ガス販売量は、お客さま件数が増加したことや、春先及び

12月の気温が低めに推移したこと等により、家庭用につきましては、前第３四半期連結累計期間に比べ4.6％増加し、

全体で2.4％の増加となりました。ガス売上高は、ガス販売量が増加したこと等により、同8.3％増の38,250百万円と

なり、加えて電力売上高の大幅な増加等により、連結売上高は同21.3％増の67,956百万円となりました。

また、ガス事業及び電力事業の増収等により、経常利益は前第３四半期連結累計期間に比べ同1,142百万円増の276

百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は同951百万円増の68百万円となりました。

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販売等エネルギー関連の需要が大きく、

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３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ5,152百万円増加し、141,210百万円とな

りました。純資産は、前連結会計年度末に比べ871百万円増加し、42,920百万円となりました。

　 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の29.5％から29.1％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

通期の見通しに対する当四半期連結累計期間の業績の進捗状況は各セグメントともに概ね計画通りに推移している

ため、通期の見通しは平成29年３月期決算発表時（平成29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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 31,151,318 29,357,111

供給設備 39,450,111 39,697,811

業務設備 8,598,610 8,623,992

その他の設備 17,609,840 17,232,148

建設仮勘定 7,180,181 14,221,531

有形固定資産合計 103,990,062 109,132,595

無形固定資産

その他 2,808,996 2,526,547

無形固定資産合計 2,808,996 2,526,547

投資その他の資産

投資有価証券 5,401,701 5,439,708

退職給付に係る資産 1,132,961 1,119,484

繰延税金資産 611,129 606,378

その他 1,835,706 2,282,859

貸倒引当金 △26,570 △331,249

投資その他の資産合計 8,954,928 9,117,181

固定資産合計 115,753,987 120,776,324

流動資産

現金及び預金 1,151,688 1,363,469

受取手形及び売掛金 10,138,174 11,007,134

商品及び製品 256,310 306,151

仕掛品 989,639 1,753,815

原材料及び貯蔵品 5,423,163 3,843,956

繰延税金資産 511,873 661,740

その他 2,198,407 1,566,963

貸倒引当金 △365,198 △68,820

流動資産合計 20,304,060 20,434,410

資産合計 136,058,047 141,210,734
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

固定負債

社債 33,000,000 31,500,000

長期借入金 30,322,308 27,927,615

再評価に係る繰延税金負債 725,719 725,719

退職給付に係る負債 3,948,349 4,082,014

ガスホルダー修繕引当金 271,401 203,300

保安対策引当金 221,938 186,528

熱供給事業設備修繕引当金 155,395 207,878

その他 2,310,805 2,482,491

固定負債合計 70,955,917 67,315,546

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 5,861,523 13,789,849

支払手形及び買掛金 5,961,008 3,363,524

短期借入金 426,481 154,656

その他 10,804,587 13,667,055

流動負債合計 23,053,601 30,975,085

負債合計 94,009,518 98,290,632

純資産の部

株主資本

資本金 6,731,330 7,515,830

資本剰余金 4,491,170 5,256,357

利益剰余金 26,423,278 25,810,943

自己株式 △161,128 △167,085

株主資本合計 37,484,651 38,416,045

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,955,423 1,964,729

繰延ヘッジ損益 － △389

土地再評価差額金 672,062 672,182

退職給付に係る調整累計額 △39,731 △23,295

その他の包括利益累計額合計 2,587,755 2,613,226

新株予約権 13,136 18,674

非支配株主持分 1,962,985 1,872,155

純資産合計 42,048,528 42,920,102

負債純資産合計 136,058,047 141,210,734
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 56,014,557 67,956,836

売上原価 37,569,253 47,368,443

売上総利益 18,445,303 20,588,393

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 17,030,255 17,766,965

一般管理費 2,538,714 2,584,279

供給販売費及び一般管理費合計 19,568,969 20,351,244

営業利益又は営業損失（△） △1,123,665 237,149

営業外収益

受取配当金 515,191 177,777

その他 326,647 464,298

営業外収益合計 841,839 642,076

営業外費用

支払利息 410,633 359,570

その他 174,001 243,639

営業外費用合計 584,635 603,210

経常利益又は経常損失（△） △866,461 276,014

特別損失

減損損失 － 173,165

特別損失合計 － 173,165

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△866,461 102,849

法人税等 △33,344 26,104

四半期純利益又は四半期純損失（△） △833,117 76,744

非支配株主に帰属する四半期純利益 50,189 8,345

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△883,307 68,399
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △833,117 76,744

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 215,083 9,141

繰延ヘッジ損益 － △389

土地再評価差額金 3,290 33

退職給付に係る調整額 8,692 16,435

持分法適用会社に対する持分相当額 23 164

その他の包括利益合計 227,089 25,385

四半期包括利益 △606,027 102,130

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △656,217 93,784

非支配株主に係る四半期包括利益 50,189 8,345
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△866,461 102,849

減価償却費 8,070,063 8,686,230

減損損失 － 173,165

有形固定資産売却損益（△は益） △14,021 △9,746

保安対策引当金の増減額（△は減少） △43,210 △35,409

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 35,871 139,636

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △8,030 30,303

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,214 8,301

受取利息及び受取配当金 △515,365 △177,918

支払利息 410,633 359,570

売上債権の増減額（△は増加） 401,076 △1,148,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,318,999 765,190

仕入債務の増減額（△は減少） △748,329 △3,410,099

未払消費税等の増減額（△は減少） △943,220 802,810

その他 538,996 732,381

小計 4,981,787 7,019,094

利息及び配当金の受取額 515,365 177,918

利息の支払額 △379,013 △306,477

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △377,785 △557,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,740,353 6,332,783

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） △25,000 △11,003

有形固定資産の取得による支出 △11,344,868 △12,869,701

有形固定資産の売却による収入 36,328 38,580

無形固定資産の取得による支出 △355,130 △416,291

投資有価証券の取得による支出 △500,000 －

関係会社株式の売却による収入 － 5,792

長期前払費用の取得による支出 △238,054 △184,538

その他 46,124 △47,376

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,380,602 △13,484,537

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） － △271,825

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

11,000,000 3,000,000

長期借入れによる収入 6,300,000 5,150,000

長期借入金の返済による支出 △3,232,681 △3,022,727

社債の発行による収入 － 3,492,731

社債の償還による支出 △6,000,000 －

転換社債の償還による支出 － △47,000

子会社の自己株式の取得による支出 － △118,200

配当金の支払額 △641,776 △682,850

その他 △242,929 △147,596

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,182,612 7,352,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △457,635 200,776

現金及び現金同等物の期首残高 3,963,413 1,066,656

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,505,777 1,267,433
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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注記）

　 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。

（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。

（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

当社は、平成29年９月29日付取締役会において、平成31年５月（予定）をもって本社移転することを決議いた

しました。これにより、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、支払

発生までの見込み期間を延長し、将来にわたり変更しており、かつ見積額をより精緻な金額に変更しておりま

す。

なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。
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３．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 ％

30年3月期第3四半期 57,453 25.2 △139 － △80 － △195 －

29年3月期第3四半期 45,874 △12.2 △1,513 － △1,242 － △1,002 －

29年3月期 71,895 △8.3 907 △37.0 1,246 12.2 1,084 40.6

　

（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
増減 率（％)

（28.12.31現在） （29.12.31現在）

お客さま件数 563,109 568,976 5,867 1.0

②ガス販売量 （単位：千ｍ3）

前年同四半期 当四半期
増減 率（％)

（28.4～28.12） （29.4～29.12）

家庭用 100,140 104,787 4,647 4.6

業

務

用

商業用 124,948 126,682 1,734 1.4

工業用 61,413 61,441 28 0.0

その他 53,834 55,474 1,640 3.0

計 240,195 243,597 3,402 1.4

小計 340,335 348,384 8,049 2.4

他事業者向け供給 4,944 5,329 385 7.8

総販売量 345,279 353,713 8,434 2.4
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