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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30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２四半期 49,787 △8.7 794 34.5 954 △18.0 681 △30.2

2020年３月期第２四半期 54,526 17.3 590 △10.6 1,163 61.9 975 △3.0
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 538百万円(△55.5％) 2020年３月期第２四半期 1,211百万円( △5.5％)
　

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２四半期 38.68 38.57

2020年３月期第２四半期 55.41 55.29
　

　

（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２四半期 147,400 50,514 32.9

2020年３月期 150,345 50,411 32.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 48,477百万円 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２Ｑ 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２Ｑ 128,223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２Ｑ 17,608,281株 2020年３月期２Ｑ 17,608,977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。
２．決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしています。
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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(2020年４月～９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２四半期連結累計期間に比べ、全

体で6.5％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9.4％減の25,235百万円となり、連結売上高は同8.7％減の49,787百万円となりました。

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34.5％増の794百万円となりました。経常利益は、前第２四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316百万円の剥落や、有価証券評価損の計上等により、同18.0％減の954百万

円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、同30.2％減の681百万円となりました。

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2,945百万円減少し、147,400百万円とな

りました。純資産は、前連結会計年度末に比べ102百万円増加し、50,514百万円となりました。

　 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32.9％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

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２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 23,150,549 21,841,812

供給設備 39,358,693 39,731,723

業務設備 12,216,640 11,964,846

その他の設備 34,691,555 34,589,203

建設仮勘定 3,036,181 3,971,794

有形固定資産合計 112,453,619 112,099,381

無形固定資産

その他 2,559,058 2,163,581

無形固定資産合計 2,559,058 2,163,581

投資その他の資産

投資有価証券 5,501,451 5,206,756

退職給付に係る資産 1,003,973 1,001,852

繰延税金資産 1,905,599 1,984,815

その他 3,564,470 3,535,391

貸倒引当金 △23,340 △16,686

投資その他の資産合計 11,952,155 11,712,129

固定資産合計 126,964,833 125,975,092

流動資産

現金及び預金 1,537,027 1,137,028

受取手形及び売掛金 12,920,032 8,808,976

商品及び製品 290,553 350,210

仕掛品 1,171,138 1,952,378

原材料及び貯蔵品 5,310,552 7,589,800

その他 2,204,246 1,637,707

貸倒引当金 △53,199 △51,056

流動資産合計 23,380,350 21,425,045

資産合計 150,345,184 147,400,137
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30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 25,962,880

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 4,429,897

ガスホルダー修繕引当金 112,822 98,100

保安対策引当金 673,245 580,783

器具保証引当金 355,151 323,890

熱供給事業設備修繕引当金 213,984 234,661

その他 2,005,276 1,969,301

固定負債合計 80,194,413 78,153,943

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 4,443,853 4,227,045

支払手形及び買掛金 2,835,428 2,150,532

その他 12,459,624 12,354,117

流動負債合計 19,738,906 18,731,695

負債合計 99,933,320 96,885,639

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 34,220,571

自己株式 △173,136 △171,517

株主資本合計 46,579,468 46,821,455

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 1,548,291

土地再評価差額金 229,749 229,749

退職給付に係る調整累計額 △158,779 △121,876

その他の包括利益累計額合計 1,798,892 1,656,163

新株予約権 38,147 41,025

非支配株主持分 1,995,353 1,995,854

純資産合計 50,411,863 50,514,498

負債純資産合計 150,345,184 147,400,137
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 54,526,595 49,787,563

売上原価 39,949,641 35,090,504

売上総利益 14,576,953 14,697,059

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 12,109,674 12,079,266

一般管理費 1,876,522 1,823,119

供給販売費及び一般管理費合計 13,986,197 13,902,385

営業利益 590,756 794,673

営業外収益

受取配当金 169,384 200,847

受取賃貸料 114,919 136,958

修繕引当金戻入益 316,518 －

その他 267,946 171,632

営業外収益合計 868,768 509,438

営業外費用

支払利息 176,646 168,075

出向社員費用 65,033 96,451

投資有価証券評価損 － 60,311

その他 54,465 25,095

営業外費用合計 296,146 349,934

経常利益 1,163,378 954,177

税金等調整前四半期純利益 1,163,378 954,177

法人税等 172,871 272,617

四半期純利益 990,507 681,559

非支配株主に帰属する四半期純利益 14,797 500

親会社株主に帰属する四半期純利益 975,709 681,058
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 990,507 681,559

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 212,885 △176,887

退職給付に係る調整額 7,242 36,902

持分法適用会社に対する持分相当額 567 △2,743

その他の包括利益合計 220,696 △142,729

四半期包括利益 1,211,203 538,829

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,196,406 538,329

非支配株主に係る四半期包括利益 14,797 500
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 1,163,378 954,177

減価償却費 6,197,933 6,625,698

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） △34,038 △92,462

器具保証引当金の増減額（△は減少） － △31,260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 68,335 71,027

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,921 △8,796

受取利息及び受取配当金 △179,143 △209,328

支払利息 176,646 168,075

売上債権の増減額（△は増加） 3,439,782 4,309,828

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,359,961 △3,120,145

仕入債務の増減額（△は減少） △675,117 △1,055,766

未払消費税等の増減額（△は減少） 82,562 △7,229

その他 △894,219 △17,766

小計 7,984,235 7,646,362

利息及び配当金の受取額 181,588 211,885

利息の支払額 △179,611 △169,004

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,161,237 △658,678

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,824,974 7,030,565

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 △9,895,752 △4,718,475

有形固定資産の売却及び収用等による収入 1,127,946 9,560

無形固定資産の取得による支出 △421,292 △124,626

長期前払費用の取得による支出 △363,060 △188,071

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 △166,933 90,859

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,994,883 △4,930,754

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） 601,154 △770,427

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

4,300,000 1,000,000

長期借入れによる収入 3,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △4,094,153 △2,167,164

配当金の支払額 △397,922 △441,749

その他 △120,481 △120,469

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,288,597 △2,499,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 118,687 △399,999

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 1,816,680 1,137,028
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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
(2019.9.30現在)

当四半期末
(2020.9.30現在)

増 減
増減率

(％)

ガス
小売お客さま件数 495,858 500,540 　4,682 0.9

取付メーター件数 580,010 585,278 5,268 0.9

電気 お客さま件数 157,738 183,290 25,552 16.2

　

ガス販売量

(単位：千ｍ3)

項 目
前年同四半期

(2019.4～2019.9)
当四半期

(2020.4～2020.9)
増 減

増減率
(％)

家 庭 用 60,939 67,813 6,873 11.3

業

務

用

商 業 用 82,014 61,349 △20,665 △25.2

工 業 用 41,038 38,476 △2,562 △6.2

公 用 17,427 18,486 1,059 6.1

医 療 用 15,039 15,448 408 2.7

計 155,519 133,758 △21,761 △14.0

小 計 216,458 201,571 △14,888 △6.9

他事業者向け供給 2,934 3,499 565 19.2

総 販 売 量 219,393 205,070 △14,323 △6.5

電力販売量

(単位：千kWh)

項 目
前年同四半期

(2019.4～2019.9)
当四半期

(2020.4～2020.9)
増 減

増減率

(％)

低 圧 188,169 226,033 37,864 20.1

高 圧 197,041 128,011 △69,030 △35.0

卸 売 99,703 99,816 113 0.1

総 販 売 量 484,914 453,860 △31,054 △6.4

　

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2四半期 43,148 △9.1 382 528.3 596 71.0 445 60.5

2020年3月期第2四半期 47,490 17.9 60 △86.8 348 △35.7 277 △79.5

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


