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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9月30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2四半期 40,177 8.9 1,321 △21.2 1,071 △26.5 1,398 △45.4
26年3月期第2四半期 36,895 6.0 1,677 △13.7 1,457 △3.5 2,558 213.5

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 1,550百万円 （△45.0％） 26年3月期第2四半期 2,818百万円 （220.0％）

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

27年3月期第2四半期 20.16 15.86
26年3月期第2四半期 36.94 28.99

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 125,618 37,220 27.8
26年3月期 127,434 36,339 26.6
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 34,915百万円 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 17.31



(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2Q 69,932,209 株 26年3月期 69,863,515 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 545,940 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2Q 69,337,542 株 26年3月期2Q 69,272,130 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２四半期連結累計期間(平成 26 年 4 月～9 月)のガス販売量は、省エネの浸透や春先の気温が高めに

推移した影響等により、家庭用が前年同四半期比 5.9％の減少となり、全体で同 3.1％の減少となりました。

一方、ガス売上高は原料費調整制度に基づくガス料金単価の上方調整の影響等により、同 13.0％増の

29,558百万円となり、連結売上高は同8.9％増の40,177百万円となりました。 

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、経常利益は同 26.5％減の 1,071 百万円となりました。四半期純利

益は同45.4％減の1,398百万円となりました。 

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２四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1,816 百万円減少し125,618 百

万円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べ880百万円増加し37,220百万円となりました。 

  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27.8％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 

当第２四半期連結会計期間におきまして、「平成26年 3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」（平成26年 4

月28日）にて公表した業績予想との間に差異が生じました。詳細につきましては、本日公表の「平成27年

3月期第２四半期業績予想との差異に関するお知らせ」をご覧下さい。 

なお、通期の業績見通しにつきましては、現時点で修正はありません。今後、業績予想数値に修正が必

要な場合には速やかに公表いたします。 

 

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

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２四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２四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２四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２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部 

固定資産 

有形固定資産 

製造設備 21,573,577 20,796,501

供給設備 43,306,611 41,827,799

業務設備 9,954,321 10,007,731

その他の設備 16,123,835 16,921,329

建設仮勘定 7,719,692 8,845,394

有形固定資産合計 98,678,037 98,398,757

無形固定資産 

その他 2,298,288 2,237,242

無形固定資産合計 2,298,288 2,237,242

投資その他の資産 

投資有価証券 4,133,598 4,417,879

退職給付に係る資産 1,358,310 1,185,584

繰延税金資産 682,388 789,486

その他 1,955,520 1,919,192

貸倒引当金 △48,811 △50,080

投資その他の資産合計 8,081,007 8,262,062

固定資産合計 109,057,333 108,898,061

流動資産 

現金及び預金 1,662,313 1,125,900

受取手形及び売掛金 10,731,843 6,315,828

商品及び製品 405,598 397,639

原材料及び貯蔵品 3,476,636 6,118,950

繰延税金資産 531,418 534,094

その他 1,916,701 2,593,187

貸倒引当金 △347,056 △365,443

流動資産合計 18,377,454 16,720,156

資産合計 127,434,788 125,618,217
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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２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30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 4,962,000 

長期借入金 26,418,470 27,028,469 

再評価に係る繰延税金負債 1,064,147 1,064,147 

退職給付に係る負債 3,585,693 3,912,044 

ガスホルダー修繕引当金 192,366 212,506 

保安対策引当金 159,409 88,898 

熱供給事業設備修繕引当金 51,287 97,433 

その他 795,115 940,574 

固定負債合計 66,246,489 67,306,073 

流動負債 

1年以内に期限到来の固定負債 5,304,662 5,342,485 

支払手形及び買掛金 3,231,649 3,676,257 

短期借入金 1,370,000 48,318 

コマーシャル・ペーパー 7,000,000 4,000,000 

その他 7,942,180 8,024,664 

流動負債合計 24,848,492 21,091,726 

負債合計 91,094,982 88,397,800 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,049,330 5,058,330 

資本剰余金 2,809,095 2,818,095 

利益剰余金 24,007,677 24,544,111 

自己株式 △141,317 △143,799 

株主資本合計 31,724,786 32,276,738 

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 1,592,627 

土地再評価差額金 923,906 1,115,566 

退職給付に係る調整累計額 △92,137 △69,167 

その他の包括利益累計額合計 2,230,762 2,639,025 

少数株主持分 2,384,256 2,304,652 

純資産合計 36,339,805 37,220,417 

負債純資産合計 127,434,788 125,618,217 
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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２四半期連結累計期間 

 (単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 36,895,964 40,177,039

売上原価 21,747,466 25,773,308

売上総利益 15,148,497 14,403,731

供給販売費及び一般管理費 

供給販売費 11,784,873 11,305,969

一般管理費 1,685,926 1,776,492

供給販売費及び一般管理費合計 13,470,799 13,082,462

営業利益 1,677,697 1,321,268

営業外収益 

受取利息 974 232

受取配当金 73,141 82,593

受取賃貸料 58,872 54,510

その他 161,756 115,538

営業外収益合計 294,745 252,874

営業外費用 

支払利息 383,043 374,450

その他 131,834 128,160

営業外費用合計 514,878 502,610

経常利益 1,457,564 1,071,532

特別利益 

固定資産売却益 1,221,940 1,060,401

負ののれん発生益 547,859 -

特別利益合計 1,769,799 1,060,401

税金等調整前四半期純利益 3,227,364 2,131,934

法人税、住民税及び事業税 729,888 795,513

法人税等調整額 △29,801 2,067

法人税等合計 700,087 797,580

少数株主損益調整前四半期純利益 2,527,277 1,334,353

少数株主損失（△） △31,648 △63,665

四半期純利益 2,558,925 1,398,019
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四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 

 (単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,527,277 1,334,353

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 291,234 193,672

退職給付に係る調整額 - 22,969

持分法適用会社に対する持分相当額 86 △37

その他の包括利益合計 291,320 216,603

四半期包括利益 2,818,598 1,550,957

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 2,850,079 1,614,622

少数株主に係る四半期包括利益 △31,481 △63,665
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９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 3,227,364 2,131,934

減価償却費 5,406,494 5,079,333

繰延資産償却額 85,153 -

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） △1,220,996 △1,059,679

負ののれん発生益 △547,859 -

保安対策引当金の増減額（△は減少） △69,605 △70,511

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,912 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △26,243

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - △94,778

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,618 19,656

受取利息及び受取配当金 △74,115 △82,825

支払利息 383,043 374,450

売上債権の増減額（△は増加） 3,438,455 4,305,721

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,437,317 △3,096,354

仕入債務の増減額（△は減少） △2,688,240 △17,536

未払消費税等の増減額（△は減少） 622,517 △214,473

その他 △179,309 △316,833

小計 4,981,792 6,931,858

利息及び配当金の受取額 74,115 82,825

利息の支払額 △386,380 △375,232

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 191,837 △118,993

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,861,364 6,520,458

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） △14,011 △29,015

有形固定資産の取得による支出 △5,404,626 △4,372,616

有形固定資産の売却による収入 2,157,192 1,754,827

無形固定資産の取得による支出 △537,652 △305,856

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 -

子会社株式の取得による支出 △697,600 △8,256

長期前払費用の取得による支出 △159,314 △100,541

短期貸付金の純増減額（△は増加） △25,200 △9,570

その他 5,919 △7,083

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,668,857 △3,088,612

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） △105,231 △1,321,681

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は
減少） 

△1,000,000 △3,000,000

長期借入れによる収入 3,700,000 3,900,000

長期借入金の返済による支出 △2,555,670 △3,255,041

配当金の支払額 △280,337 △279,558

その他 △49,178 △40,993

財務活動によるキャッシュ・フロー △290,417 △3,997,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97,910 △565,428

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 1,038,555 979,869
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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　　　　　％

33,394     9.9 1,534　△11.6 1,273　△13.6 1,633  △38.9

30,373     9.9 1,735　△15.6 1,475　 △6.5 2,671   186.1

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

27年3月期第2四半期

26年3月期第2四半期

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

（25.9.30現在） （26.9.30現在）

553,496 555,061 1,565 0.3

②ガス販売量 （単位:千m3）

前年同四半期 当四半期

（25.4～25.9） （26.4～26.9）

53,440 50,299 △ 3,141 △ 5.9

商業用 78,209 76,657 △ 1,552 △ 2.0

工業用 36,141 35,904 △ 237 △ 0.7

その他 27,950 26,306 △ 1,644 △ 5.9

計 142,300 138,867 △ 3,433 △ 2.4

195,740 189,166 △ 6,574 △ 3.4

2,122 2,467 345 16.2

197,862 191,633 △ 6,229 △ 3.1

（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。

増減 率（％)

増減 率（％)

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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