
2021年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年１月29日

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 https://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) 経理部長 (氏名) 西村 俊哉 (TEL) 011-792-8312

四半期報告書提出予定日 2021年２月12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
　

(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第３四半期 78,790 △7.6 188 2.5 439 △39.1 644 5.1

2020年３月期第３四半期 85,243 10.0 183 － 721 310.3 613 3.8
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 807百万円(△27.2％) 2020年３月期第３四半期 1,108百万円( 172.3％)
　

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

2021年３月期第３四半期 36.61 36.51

2020年３月期第３四半期 34.83 34.75
　　

（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 ％

2021年３月期第３四半期 149,162 50,349 32.4

2020年３月期 150,345 50,411 32.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 48,288百万円 2020年３月期 48,378百万円
　

　

　

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

2020年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00

2021年３月期 － 25.00 －

2021年３月期(予想) 25.00 50.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 111,000 △12.2 2,700 △41.4 3,000 △42.2 2,000 △49.4 113.58
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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
　

　

（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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（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) 2021年３月期３Ｑ 17,737,806株 2020年３月期 17,737,806株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 128,920株 2020年３月期 129,514株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 17,608,614株 2020年３月期３Ｑ 17,608,895株

　　
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

１．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(2020年４月～12月)の都市ガス販売量は、新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、

家庭用につきましては在宅勤務や内食需要の高まり等により増加したものの、業務用につきましては、営業自粛や観

光客の減少等から飲食店、ホテル等における販売量が減少したこと等により、前第３四半期連結累計期間に比べ、全

体で4.5％の減少となりました。ガス売上高は、ガス販売量の減少に加え、原料費調整制度による販売単価の低下等に

より、同9.8％減の39,933百万円となり、連結売上高は同7.6％減の78,790百万円となりました。

営業利益は、売上高の減少等があったものの、ガスの原材料費の低減に努めたことに加え、経費全般の見直しによ

る縮減効果等により、同2.5％増の188百万円となりました。経常利益は、前第３四半期連結累計期間で計上していた

連結子会社における修繕引当金の戻入益316百万円の剥落等により、同39.1％減の439百万円となりました。これらに

加え、都市計画に伴う道路用地の売却等による特別利益及び法人税等を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期

純利益は、同5.1％増の644百万円となりました。

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1,182百万円減少し、149,162百万円とな

りました。純資産は、前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、50,349百万円となりました。

　 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の32.2％から32.4％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2020年３月期決算発表時（2020年４月30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
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 23,150,549 22,275,158

供給設備 39,358,693 40,454,003

業務設備 12,216,640 11,808,412

その他の設備 34,691,555 36,233,829

建設仮勘定 3,036,181 1,616,755

有形固定資産合計 112,453,619 112,388,158

無形固定資産

その他 2,559,058 2,035,413

無形固定資産合計 2,559,058 2,035,413

投資その他の資産

投資有価証券 5,501,451 5,529,556

退職給付に係る資産 1,003,973 1,000,791

繰延税金資産 1,905,599 1,868,637

その他 3,564,470 3,608,338

貸倒引当金 △23,340 △16,194

投資その他の資産合計 11,952,155 11,991,129

固定資産合計 126,964,833 126,414,702

流動資産

現金及び預金 1,537,027 1,961,931

受取手形及び売掛金 12,920,032 11,712,139

商品及び製品 290,553 311,102

仕掛品 1,171,138 2,075,777

原材料及び貯蔵品 5,310,552 3,792,516

その他 2,204,246 2,951,195

貸倒引当金 △53,199 △56,708

流動資産合計 23,380,350 22,747,954

資産合計 150,345,184 149,162,656
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

固定負債

社債 44,000,000 44,000,000

長期借入金 27,910,146 25,029,655

再評価に係る繰延税金負債 554,429 554,429

退職給付に係る負債 4,369,358 4,454,833

ガスホルダー修繕引当金 112,822 79,515

保安対策引当金 673,245 552,706

器具保証引当金 355,151 319,287

熱供給事業設備修繕引当金 213,984 252,837

その他 2,005,276 2,242,196

固定負債合計 80,194,413 77,485,461

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 4,443,853 4,272,520

支払手形及び買掛金 2,835,428 5,844,505

その他 12,459,624 11,210,566

流動負債合計 19,738,906 21,327,592

負債合計 99,933,320 98,813,054

純資産の部

株主資本

資本金 7,515,830 7,515,830

資本剰余金 5,256,582 5,256,569

利益剰余金 33,980,192 33,728,432

自己株式 △173,136 △172,586

株主資本合計 46,579,468 46,328,246

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,727,922 1,812,233

土地再評価差額金 229,749 251,240

退職給付に係る調整累計額 △158,779 △103,425

その他の包括利益累計額合計 1,798,892 1,960,049

新株予約権 38,147 43,221

非支配株主持分 1,995,353 2,018,085

純資産合計 50,411,863 50,349,602

負債純資産合計 150,345,184 149,162,656
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 85,243,725 78,790,287

売上原価 63,762,356 57,354,317

売上総利益 21,481,369 21,435,969

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 18,484,213 18,526,772

一般管理費 2,813,263 2,720,654

供給販売費及び一般管理費合計 21,297,476 21,247,427

営業利益 183,893 188,542

営業外収益

受取配当金 225,263 260,333

受取賃貸料 180,764 198,693

修繕引当金戻入益 316,518 －

その他 325,301 300,956

営業外収益合計 1,047,847 759,983

営業外費用

支払利息 258,666 250,511

出向社員費用 110,699 157,252

投資有価証券評価損 － 60,311

その他 140,557 41,095

営業外費用合計 509,922 509,170

経常利益 721,818 439,355

特別利益

収用補償金 － 538,817

特別利益合計 － 538,817

税金等調整前四半期純利益 721,818 978,172

法人税等 64,481 310,786

四半期純利益 657,336 667,386

非支配株主に帰属する四半期純利益 44,064 22,731

親会社株主に帰属する四半期純利益 613,271 644,654
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 657,336 667,386

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 440,839 86,048

退職給付に係る調整額 10,864 55,353

持分法適用会社に対する持分相当額 △246 △1,738

その他の包括利益合計 451,456 139,664

四半期包括利益 1,108,793 807,050

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,064,728 784,319

非支配株主に係る四半期包括利益 44,064 22,731
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 721,818 978,172

減価償却費 9,575,239 10,125,160

投資有価証券評価損益（△は益） － 60,311

保安対策引当金の増減額（△は減少） △67,771 △120,539

器具保証引当金の増減額（△は減少） － △35,863

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 104,340 101,207

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,605 △3,636

受取利息及び受取配当金 △239,581 △273,021

支払利息 258,666 250,511

売上債権の増減額（△は増加） 141,072 1,159,005

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,700,377 592,847

仕入債務の増減額（△は減少） 2,065,763 2,764,174

未払消費税等の増減額（△は減少） 67,669 367,660

その他 15,713 382,718

小計 7,949,157 16,348,708

利息及び配当金の受取額 242,026 275,579

利息の支払額 △261,513 △265,880

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,014,428 △1,370,555

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,915,242 14,987,852

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 △12,892,246 △8,388,430

有形固定資産の売却及び収用等による収入 1,622,833 641,143

無形固定資産の取得による支出 △606,896 △230,980

長期前払費用の取得による支出 △455,984 △294,540

資産除去債務の履行による支出 △275,610 －

関係会社株式の取得による支出 △180 －

その他 127,004 134,483

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,481,081 △8,138,323

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） △321,001 △1,116,017

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

△1,700,000 △1,000,000

長期借入れによる収入 5,150,000 －

長期借入金の返済による支出 △5,826,625 △3,053,484

社債の発行による収入 11,938,417 －

配当金の支払額 △837,887 △881,722

その他 △178,884 △373,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,224,020 △6,424,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,658,181 424,904

現金及び現金同等物の期首残高 1,697,992 1,537,027

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,356,174 1,961,931
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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。
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３．補足情報

（１）四半期個別業績の概況

　お客さま件数等

(単位：件)

　 項目
前年同四半期末
(2019.12.31現在)

当四半期末
(2020.12.31現在)

増 減
増減率

(％)

ガス
小売お客さま件数 498,672 501,899 　3,227 0.6

取付メーター件数 581,562 587,375 5,813 1.0

電気 お客さま件数 167,225 187,175 19,950 11.9

　

ガス販売量

(単位：千ｍ3)

項 目
前年同四半期

(2019.4～2019.12)
当四半期

(2020.4～2020.12)
増 減

増減率
(％)

家 庭 用 107,802 114,805 7,003 6.5

業

務

用

商 業 用 126,116 101,103 △25,013 △19.8

工 業 用 64,700 62,141 △2,560 △4.0

公 用 32,287 35,097 2,810 8.7

医 療 用 24,390 24,779 389 1.6

計 247,493 223,120 △24,373 △9.8

小 計 355,295 337,925 △17,370 △4.9

他事業者向け供給 6,108 7,269 1,161 19.0

総 販 売 量 361,403 345,194 △16,209 △4.5

電力販売量

(単位：千kWh)

項 目
前年同四半期

(2019.4～2019.12)
当四半期

(2020.4～2020.12)
増 減

増減率

(％)

低 圧 292,253 347,581 55,327 18.9

高 圧 290,104 197,497 △92,607 △31.9

卸 売 125,316 130,152 4,835 3.9

総 販 売 量 707,674 675,229 △32,445 △4.6

　

売上高及び利益

(％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 ％

2021年3月期第3四半期 67,254 △8.4 △593 － △349 － 149 －

2020年3月期第3四半期 73,388 10.3 △727 － △495 － △332 －

2020年3月期 108,535 　3.7 2,972 1.3 3,283 13.6 2,444 △18.0

　


