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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6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1四半期 21,462 9.2 1,898 1.9 1,820 0.4 1,221 △58.6
26年3月期第1四半期 19,652 7.9 1,863 △9.9 1,812 △7.4 2,953 133.1

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 1,331百万円 （△58.1％） 26年3月期第1四半期 3,177百万円 （170.4％）

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1四半期 17.62 13.84
26年3月期第1四半期 42.64 33.44

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 123,873 36,925 27.9
26年3月期 127,434 36,339 26.6
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 34,575百万円 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 ―
27年3月期（予想） 4.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 43,000 16.5 1,100 △34.4 750 △48.5 1,100 △57.0 15.87
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1Q 69,863,515 株 26年3月期 69,863,515 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 540,074 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1Q 69,323,842 株 26年3月期1Q 69,273,058 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１四半期連結累計期間(平成 26 年４月～６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 8.9％減少し、全体で同 5.8％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 11.4％増の 16,240 百万

円となり、連結売上高は同9.2％増の21,462百万円となりました。 

費用の面においては、LNG 価格の上昇による都市ガス原材料費の増加があったものの、引き続き経営全般

にわたる合理化、効率化を進めました結果、経常利益は前年同四半期比 0.4％増の 1,820 百万円となりまし

た。四半期純利益は同58.6％減の1,221百万円となりました。 

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１四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3,561 百万円減少し123,873 百

万円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べ585百万円増加し36,925百万円となりました。 

  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27.9％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１四半期連結会計期間においては、売上高がやや弱含んでいるものの、前述のガス及び LPG 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第１四半期連結会計期間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

した連結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当第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１四半期連結会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１四半期連結会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１四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１四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部 

固定資産 

有形固定資産 

製造設備 21,573,577 21,181,902

供給設備 43,306,611 42,755,967

業務設備 9,954,321 9,927,703

その他の設備 16,123,835 15,946,378

建設仮勘定 7,719,692 8,026,909

有形固定資産合計 98,678,037 97,838,859

無形固定資産 

その他 2,298,288 2,223,387

無形固定資産合計 2,298,288 2,223,387

投資その他の資産 

投資有価証券 4,133,598 4,304,066

退職給付に係る資産 1,358,310 1,131,781

繰延税金資産 682,388 837,106

その他 1,955,520 1,923,333

貸倒引当金 △48,811 △51,297

投資その他の資産合計 8,081,007 8,144,989

固定資産合計 109,057,333 108,207,236

流動資産 

現金及び預金 1,662,313 1,205,651

受取手形及び売掛金 10,731,843 6,479,882

商品及び製品 405,598 387,612

原材料及び貯蔵品 3,476,636 5,172,906

繰延税金資産 531,418 545,556

その他 1,916,701 2,211,599

貸倒引当金 △347,056 △336,835

流動資産合計 18,377,454 15,666,371

資産合計 127,434,788 123,873,608

北海道瓦斯㈱　（9534）　平成27年3月期第1四半期決算短信

3



 (単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年６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 4,980,000 

長期借入金 26,418,470 25,642,030 

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 4,007,519 

ガスホルダー修繕引当金 192,366 202,436 

保安対策引当金 159,409 122,219 

熱供給事業設備修繕引当金 51,287 78,597 

その他 795,115 804,612 

固定負債合計 66,246,489 65,901,562 

流動負債 

1年以内に期限到来の固定負債 5,304,662 5,102,762 

支払手形及び買掛金 3,231,649 1,359,490 

短期借入金 1,370,000 3,108,371 

コマーシャル・ペーパー 7,000,000 6,000,000 

その他 7,942,180 5,475,793 

流動負債合計 24,848,492 21,046,417 

負債合計 91,094,982 86,947,980 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,049,330 5,049,330 

資本剰余金 2,809,095 2,809,095 

利益剰余金 24,007,677 24,500,368 

自己株式 △141,317 △142,096 

株主資本合計 31,724,786 32,216,697 

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 1,515,174 

土地再評価差額金 923,906 923,906 

退職給付に係る調整累計額 △92,137 △80,652 

その他の包括利益累計額合計 2,230,762 2,358,428 

少数株主持分 2,384,256 2,350,501 

純資産合計 36,339,805 36,925,627 

負債純資産合計 127,434,788 123,873,608 
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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１四半期連結累計期間 

 (単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 19,652,374 21,462,836

売上原価 11,143,479 13,081,137

売上総利益 8,508,894 8,381,699

供給販売費及び一般管理費 

供給販売費 5,766,277 5,586,772

一般管理費 879,142 896,779

供給販売費及び一般管理費合計 6,645,419 6,483,552

営業利益 1,863,474 1,898,146

営業外収益 

受取利息 166 87

受取配当金 69,787 80,310

その他 137,618 97,418

営業外収益合計 207,571 177,816

営業外費用 

支払利息 189,236 186,956

その他 68,954 68,847

営業外費用合計 258,191 255,804

経常利益 1,812,854 1,820,158

特別利益 

固定資産売却益 1,219,541 -

負ののれん発生益 547,859 -

特別利益合計 1,767,400 -

税金等調整前四半期純利益 3,580,254 1,820,158

法人税、住民税及び事業税 636,637 623,041

法人税等調整額 △339 △6,483

法人税等合計 636,297 616,558

少数株主損益調整前四半期純利益 2,943,957 1,203,600

少数株主損失（△） △9,799 △17,817

四半期純利益 2,953,756 1,221,417
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

 (単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,943,957 1,203,600

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 233,389 116,249

退職給付に係る調整額 - 11,484

持分法適用会社に対する持分相当額 46 △68

その他の包括利益合計 233,436 127,666

四半期包括利益 3,177,393 1,331,266

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 3,187,093 1,349,083

少数株主に係る四半期包括利益 △9,700 △17,817
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６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 3,580,254 1,820,158

減価償却費 2,660,566 2,502,921

繰延資産償却額 42,576 -

有形固定資産売却損益（△は益） △1,218,769 147

負ののれん発生益 △547,859 -

保安対策引当金の増減額（△は減少） △25,104 △37,189

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,012 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 59,596

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - △46,897

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38,017 △7,735

受取利息及び受取配当金 △69,953 △80,397

支払利息 189,236 186,956

売上債権の増減額（△は増加） 3,224,155 4,292,218

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,262,405 △1,955,998

仕入債務の増減額（△は減少） △480,316 △2,889,480

未払消費税等の増減額（△は減少） 794,365 18,007

その他 1,878 △436,973

小計 3,910,622 3,425,334

利息及び配当金の受取額 69,953 80,398

利息の支払額 △193,215 △200,385

法人税等の支払額 △101,299 △269,628

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,686,060 3,035,718

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） △18,000 △18,000

有形固定資産の取得による支出 △4,253,424 △2,780,262

有形固定資産の売却による収入 2,022,893 1,614

無形固定資産の取得による支出 △71,183 △110,986

投資有価証券の売却による収入 6,120 -

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 △73,836 △52,903

短期貸付金の純増減額（△は増加） △20,000 △17,500

その他 26 9,159

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,105,004 △2,977,134

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） △511,780 1,738,371

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 2,200,000 -

長期借入金の返済による支出 △1,014,383 △976,340

配当金の支払額 △277,695 △277,472

その他 △24,542 △17,805

財務活動によるキャッシュ・フロー △628,401 △533,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,345 △474,661

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 1,089,120 1,070,636

北海道瓦斯㈱　（9534）　平成27年3月期第1四半期決算短信

7



 

（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。 

 

 

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　　　　　％

17,863     9.2 1,865　　 1.2 1,789 　　2.2 1,258  △46.4

16,365    12.3 1,842　△10.1 1,749 　△7.8 2,345  　84.4

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

27年3月期第1四半期

26年3月期第1四半期

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

（25.6.30現在） （26.6.30現在）

552,655 554,973 2,318 0.4

②ガス販売量 （単位:千m3）

前年同四半期 当四半期

（25.4～25.6） （26.4～26.6）

37,373 34,052 △ 3,321 △ 8.9

商業用 38,397 37,180 △ 1,217 △ 3.2

工業用 18,669 18,151 △ 518 △ 2.8

その他 16,676 15,113 △ 1,563 △ 9.4

計 73,742 70,444 △ 3,298 △ 4.5

111,115 104,496 △ 6,619 △ 6.0

1,355 1,477 122 9.0

112,470 105,973 △ 6,497 △ 5.8

（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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