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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６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 ％

2022年３月期第１四半期 25,517 △3.2 2,970 47.5 3,097 42.8 2,246 42.4

2021年３月期第１四半期 26,351 △6.8 2,013 △5.3 2,169 △13.6 1,577 △19.5
(注) 包括利益 2022年３月期第１四半期 2,182百万円( 29.1％) 2021年３月期第１四半期 1,690百万円(△21.7％)
　

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

2022年３月期第１四半期 127.59 127.22

2021年３月期第１四半期 89.60 89.37
　

　

（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 ％

2022年３月期第１四半期 147,818 56,266 36.6

2021年３月期 151,223 54,234 34.5
(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 54,170百万円 2021年３月期 52,146百万円

　
　

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

2021年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00

2022年３月期 －

2022年３月期(予想) 25.00 － 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
　　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 119,000 0.7 6,000 18.0 6,200 13.6 4,400 2.6 249.87
(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 ： 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
　

（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（会計方針の変更）」をご覧くださ
い。

　

（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) 2022年３月期１Ｑ 17,737,806株 2021年３月期 17,737,806株

② 期末自己株式数 2022年３月期１Ｑ 128,415株 2021年３月期 128,449株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期１Ｑ 17,609,368株 2021年３月期１Ｑ 17,608,126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１四半期連結会計期間の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以

下、「収益認識会計基準」という。）等を適用しております。詳細につきましては、８ページ「（４）四半期連結財

務諸表に関する 注記事項 （会計方針の変更）」をご確認ください。

当第１四半期連結累計期間(2021年４月～６月)の都市ガス販売量は、取付メーター件数の増加等により家庭用が増

加したことに加え、前第１四半期連結累計期間より新型コロナウイルス感染症流行による販売量への影響が小さかっ

たことから、前第１四半期連結累計期間に比べ、全体で11.3％の増加となりました。ガス売上高は、原料費調整制度

により販売単価は低下したものの、販売量の増加等により、同1.3％増の14,342百万円となりました。連結売上高は、

電力事業の販売量減少や「収益認識会計基準」の適用による売上高の減少等により同3.2％減の25,517百万円となりま

した。

また、経常利益は、ガス販売量の増加に加え、ガスの原材料費の低減に努めたこと等により、同42.8％増の3,097百

万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、同42.4％増の2,246百万円となりました。

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3,405百万円減少し、147,818百万円とな

りました。純資産は、前連結会計年度末に比べ2,032百万円増加し、56,266百万円となりました。

　 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の34.5％から36.6％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2021年３月期決算発表時（2021年４月28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
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 21,559,423 20,852,291

供給設備 39,438,381 39,413,017

業務設備 11,696,313 11,663,750

その他の設備 35,753,733 35,492,235

建設仮勘定 1,909,730 2,626,846

有形固定資産合計 110,357,582 110,048,141

無形固定資産

その他 2,093,478 1,949,226

無形固定資産合計 2,093,478 1,949,226

投資その他の資産

投資有価証券 6,002,963 5,926,996

退職給付に係る資産 929,492 928,481

繰延税金資産 1,777,667 1,694,618

その他 3,492,831 3,461,825

貸倒引当金 △16,047 △16,051

投資その他の資産合計 12,186,907 11,995,870

固定資産合計 124,637,968 123,993,237

流動資産

現金及び預金 6,141,036 7,875,904

受取手形、売掛金及び契約資産 － 8,066,748

受取手形及び売掛金 12,554,850 －

商品及び製品 327,143 311,565

仕掛品 1,150,882 1,367,350

原材料及び貯蔵品 3,709,688 3,789,971

その他 2,751,963 2,462,240

貸倒引当金 △50,157 △48,771

流動資産合計 26,585,408 23,825,009

資産合計 151,223,376 147,818,246
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

固定負債

社債 44,000,000 44,000,000

長期借入金 24,001,172 23,297,152

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 4,533,683 4,561,512

ガスホルダー修繕引当金 87,262 95,010

保安対策引当金 699,192 650,831

器具保証引当金 392,421 397,494

熱供給事業設備修繕引当金 239,008 256,995

リース債務 1,497,213 1,435,248

その他 689,008 692,574

固定負債合計 76,693,391 75,941,248

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 4,165,120 4,029,626

支払手形及び買掛金 3,576,003 1,865,993

その他 12,554,120 9,714,631

流動負債合計 20,295,244 15,610,251

負債合計 96,988,636 91,551,500

純資産の部

株主資本

資本金 7,515,830 7,515,830

資本剰余金 5,256,569 5,256,576

利益剰余金 37,366,855 39,460,435

自己株式 △172,076 △172,031

株主資本合計 49,967,179 52,060,811

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,090,924 2,004,065

土地再評価差額金 251,249 251,249

退職給付に係る調整累計額 △162,368 △145,926

その他の包括利益累計額合計 2,179,805 2,109,388

新株予約権 44,419 47,334

非支配株主持分 2,043,336 2,049,212

純資産合計 54,234,740 56,266,746

負債純資産合計 151,223,376 147,818,246
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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 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 26,351,375 25,517,078

売上原価 17,442,905 15,393,763

売上総利益 8,908,470 10,123,315

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 5,963,588 6,183,423

一般管理費 931,369 969,016

供給販売費及び一般管理費合計 6,894,958 7,152,439

営業利益 2,013,511 2,970,875

営業外収益

受取配当金 199,560 73,202

受取賃貸料 64,716 62,956

その他 96,764 133,243

営業外収益合計 361,041 269,402

営業外費用

支払利息 84,144 78,582

出向社員費用 47,566 49,763

投資有価証券評価損 60,311 －

その他 13,263 13,969

営業外費用合計 205,286 142,314

経常利益 2,169,266 3,097,963

税金等調整前四半期純利益 2,169,266 3,097,963

法人税等 601,769 845,276

四半期純利益 1,567,497 2,252,686

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△10,227 5,875

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,577,725 2,246,810
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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 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 1,567,497 2,252,686

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 106,592 △86,312

退職給付に係る調整額 18,451 16,441

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,426 △546

その他の包括利益合計 122,616 △70,417

四半期包括利益 1,690,113 2,182,269

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,700,341 2,176,393

非支配株主に係る四半期包括利益 △10,227 5,875
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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 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021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 2,169,266 3,097,963

減価償却費 3,271,319 3,293,900

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） △36,590 △48,360

器具保証引当金の増減額（△は減少） △17,204 5,073

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 48,595 33,075

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,484 △1,382

受取利息及び受取配当金 △203,823 △77,190

支払利息 84,144 78,582

売上債権の増減額（△は増加） 4,723,596 5,309,467

棚卸資産の増減額（△は増加） △889,739 △281,172

仕入債務の増減額（△は減少） △2,304,367 △3,203,209

未払消費税等の増減額（△は減少） 443,971 △653,483

その他 △166,889 △370,060

小計 7,176,104 7,183,202

利息及び配当金の受取額 206,380 79,747

利息の支払額 △100,426 △95,554

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △671,226 △955,945

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,610,832 6,211,450

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 △1,970,503 △3,063,222

有形固定資産の売却による収入 5,015 6,667

無形固定資産の取得による支出 △62,904 △52,951

長期前払費用の取得による支出 △88,200 △57,517

その他 34,966 36,037

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,081,627 △3,130,987

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） △1,116,017 －

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

△1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △960,080 △838,643

配当金の支払額 △439,949 △440,033

その他 △57,454 △66,919

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,573,501 △1,345,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 955,703 1,734,867

現金及び現金同等物の期首残高 1,537,027 6,141,036

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,492,731 7,875,904
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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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識基

準の適用による主な変更点は次の通りです。

　・電力販売に係る収益認識

従来は検針日で確定した金額にて収益を認識しておりましたが、決算月の検針日から決算日までに生じた

収益を見積り、決算期間に供給した電力量に応じた収益を認識する方法へ変更しております。また、「再生

可能エネルギー固定価格買取制度」により、当社がお客さまから収受する「再生可能エネルギー発電促進賦

課金」（以下、賦課金）について、従来は収益として認識しておりましたが、当該賦課金は第三者のために

回収する額であることから、収益として認識しない方法へ変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は619百万円減少し、売上原価は561百万円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ58百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高

は287百万円増加しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示

することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度につ

いて新たな表示方法により組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。
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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
(2020.6.30現在)

当四半期末
(2021.6.30現在)

増 減
増減率

(％)

ガス
小売お客さま件数 499,422 499,639 217 0.0

取付メーター件数 584,063 589,992 5,929 1.0

電気 お客さま件数 178,727 201,944 23,217 13.0

　

ガス販売量

(単位：千ｍ3)

項 目
前年同四半期

(2020.4～2020.6)
当四半期

(2021.4～2021.6)
増 減

増減率
(％)

家 庭 用 47,989 50,218 2,230 4.6

業

務

用

商 業 用 28,503 33,625 5,122 18.0

工 業 用 19,020 20,974 1,954 10.3

公 用 11,020 13,264 2,245 20.4

医 療 用 8,493 9,007 514 6.1

計 67,035 76,870 9,835 14.7

小 計 115,024 127,088 12,064 10.5

他事業者向け供給 2,224 3,445 1,221 54.9

総 販 売 量 117,248 130,533 13,285 11.3

電力販売量

(単位：千kWh)

項 目
前年同四半期

(2020.4～2020.6)
当四半期

(2021.4～2021.6)
増 減

増減率

(％)

低 圧 113,240 121,237 7,996 7.1

高 圧 60,207 53,152 △7,055 △11.7

卸 売 57,999 21,116 △36,882 △63.6

総 販 売 量 231,446 195,505 △35,941 △15.5

　

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 ％

2022年3月期第1四半期 21,270 △7.1 2,503 53.5 2,612 42.9 1,910 42.2

2021年3月期第1四半期 22,896 △7.7 1,631 △9.3 1,827 △9.7 1,342 △9.8

2021年3月期 99,933 　△7.9 3,456 16.3 3,761 14.6 3,112 27.3

　


