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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 48,401 4.6 2,345 △16.9 1,691 △27.7 1,146 △22.4

22年3月期第3四半期 46,258 △3.8 2,823 507.1 2,340 ― 1,476 ―

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3四半期 16.51 ―

22年3月期第3四半期 21.26 ―

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3四半期 118,257 32,602 25.0 425.68
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3四半期  29,537百万円 22年3月期  29,044百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00
23年3月期 ― 3.50 ―

23年3月期 
（予想）

3.50 7.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 71,000 2.9 4,500 △3.9 3,500 △4.5 1,800 13.6 25.93



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 

※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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 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3Q  481,334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3Q 69,412,028株 22年3月期3Q 69,460,294株
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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3四半期(平成 22 年 4月～12 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 8.0％増と堅調に推移し、ガス売上高は同 7.2％の増収となりました。売上高全体では、同

4.6％増の48,401百万円となりました。 

営業費用については、経営全般にわたる効率化を推進しておりますが、ＬＰＧに係る原材料費の増加や、

業務効率化のための支出等を積極的に行いましたことにより、経常利益は 1,691 百万円、四半期純利益は

1,146百万円となりました。 

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 3 四半期末における総資産は、前期末に比べ 60 百万円増加し 118,257 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520百万円増加し32,602百万円となりました。 

  これらの結果、自己資本比率は、前期末の24.6％から25.0％となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
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23年3月期第1四半期決算発表時（平成22年7月

31日）に公表した業績予想から修正はございません。 

 

 

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 3 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 3 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、第 2 四半期連結会計期間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 

   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。 

     また、第 2 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

12月26日公表分）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軽微であります。 

  

・資産除去債務に関する会計基準の適用 

   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 3 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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,498,955 2,691,233

供給設備 48,764,815 47,965,652

業務設備 9,084,867 9,158,896

その他の設備 17,670,687 17,997,947

建設仮勘定 14,434,606 12,848,029

有形固定資産合計 93,453,931 90,661,759

無形固定資産   

その他 1,921,789 1,879,445

無形固定資産合計 1,921,789 1,879,445

投資その他の資産   

投資有価証券 2,928,597 3,095,031

繰延税金資産 2,093,206 2,025,530

その他 3,538,280 3,261,016

貸倒引当金 △106,837 △142,485

投資その他の資産合計 8,453,246 8,239,093

固定資産合計 103,828,967 100,780,298

流動資産   

現金及び預金 1,909,543 4,990,836

受取手形及び売掛金 6,540,385 6,527,811

商品及び製品 584,101 790,811

原材料及び貯蔵品 596,972 473,244

繰延税金資産 731,627 650,059

その他 3,045,339 2,435,159

貸倒引当金 △102,399 △165,439

流動資産合計 13,305,569 15,702,484

繰延資産   

開発費 1,123,344 1,712,479

その他 － 1,796

繰延資産合計 1,123,344 1,714,276

資産合計 118,257,881 118,197,060
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 19,000,000 24,000,000

長期借入金 28,311,335 32,273,096

再評価に係る繰延税金負債 1,316,014 1,317,402

退職給付引当金 3,091,198 3,080,169

ガスホルダー修繕引当金 140,887 258,810

保安対策引当金 1,109,158 1,376,050

環境整備引当金 727,693 1,035,177

関係会社整理損失引当金 96,411 231,642

熱供給事業設備修繕引当金 68,574 210,025

その他 909,253 1,231,290

固定負債合計 54,770,525 65,013,663

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 12,240,471 7,543,847

支払手形及び買掛金 4,077,057 3,688,515

短期借入金 4,688,829 －

コマーシャル・ペーパー 3,000,000 －

その他 6,878,967 9,869,859

流動負債合計 30,885,326 21,102,221

負債合計 85,655,852 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 22,108,784 21,495,956

自己株式 △131,151 △123,625

株主資本合計 29,816,059 29,210,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 428,126 538,833

繰延ヘッジ損益 15,698 36,803

土地再評価差額金 △722,483 △742,333

評価・換算差額等合計 △278,658 △166,696

少数株主持分 3,064,627 3,037,113

純資産合計 32,602,028 32,081,175

負債純資産合計 118,257,881 118,197,060
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(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 46,258,924 48,401,424

売上原価 22,520,492 23,822,947

売上総利益 23,738,431 24,578,477

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 18,451,960 19,719,427

一般管理費 2,463,369 2,513,303

供給販売費及び一般管理費合計 20,915,330 22,232,731

営業利益 2,823,100 2,345,746

営業外収益   

受取利息 7,324 4,734

受取配当金 44,487 46,321

受取賃貸料 － 140,081

熱量変更支援等収入 1,210,146 －

その他 345,105 409,293

営業外収益合計 1,607,064 600,432

営業外費用   

支払利息 793,592 720,275

熱量変更支援等支出 1,016,725 －

その他 279,428 534,887

営業外費用合計 2,089,746 1,255,162

経常利益 2,340,418 1,691,015

特別利益   

退職給付制度改定益 － 170,053

特別利益合計 － 170,053

税金等調整前四半期純利益 2,340,418 1,861,068

法人税、住民税及び事業税 856,153 653,870

法人税等調整額 14,126 33,570

法人税等合計 870,280 687,441

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,173,626

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,504 27,514

四半期純利益 1,476,642 1,146,112
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 2,340,418 1,861,068

減価償却費 6,877,791 7,107,556

繰延資産償却額 970,837 590,931

保安対策引当金の増減額（△は減少） △223,758 △266,891

環境整備引当金の増減額（△は減少） － △307,483

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － △135,231

退職給付引当金の増減額（△は減少） 151,791 11,029

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89,816 △98,687

受取利息及び受取配当金 △51,812 △51,056

支払利息 793,592 720,275

売上債権の増減額（△は増加） 1,035,342 234,478

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,127 △597,844

仕入債務の増減額（△は減少） △1,314,396 △798,094

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,894 △233,158

その他 578,791 △751,972

小計 10,906,758 7,284,919

利息及び配当金の受取額 51,812 51,056

利息の支払額 △798,925 △736,593

法人税等の支払額 △709,013 △1,098,056

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,450,631 5,501,325

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 △10,371,813 △10,769,265

有形固定資産の売却による収入 160,430 78,520

無形固定資産の取得による支出 △349,379 △474,196

投資有価証券の取得による支出 △17,200 △5,040

投資有価証券の売却による収入 3,900 183

子会社株式の取得による支出 △200,100 △20,400

長期前払費用の取得による支出 △284,013 △181,431

繰延資産の取得による支出 △848,657 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △190,098 △117,000

その他 △9,635 62,377

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,106,568 △11,426,251
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △2,675,095 4,688,829

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 2,000,000 3,000,000

長期借入れによる収入 5,980,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △6,083,325 △5,270,211

社債の発行による収入 5,971,260 －

配当金の支払額 △416,795 △520,619

その他 △43,817 △54,366

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,732,227 2,843,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,076,290 △3,081,293

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 2,982,670 1,909,543
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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（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　　　　　％

37,601     5.7 1,830  △13.5 1,161  △26.9 843  △17.2

35,563　 　0.8 2,116      － 1,587   　－ 1,018 　   －

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

23年3月期第3四半期

22年3月期第3四半期

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
（21.12.31現在） （22.12.31現在）

561,808 563,473 1,665 0.3

②ガス販売量 （単位:千m3）

前年同四半期 当四半期

（21.4～21.12） （22.4～22.12）

71,475 75,019 3,544 5.0

商業用 111,911 121,375 9,464 8.5

工業用 50,149 51,265 1,116 2.2

その他 33,994 41,223 7,229 21.3

計 196,054 213,863 17,809 9.1

267,529 288,882 21,353 8.0

1,564 2,608 1,044 66.7

269,093 291,490 22,397 8.3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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