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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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 ％

2022年３月期第２四半期 47,807 △4.0 2,276 186.4 2,396 151.2 1,749 156.8

2021年３月期第２四半期 49,787 △8.7 794 34.5 954 △18.0 681 △30.2
(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 1,862百万円( 245.6％) 2021年３月期第２四半期 538百万円( △55.5％)
　

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

2022年３月期第２四半期 99.32 99.01

2021年３月期第２四半期 38.68 38.57
　

　

（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２四半期 151,110 55,949 35.6

2021年３月期 151,223 54,234 34.5
(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 53,856百万円 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 － 30.00

2022年３月期(予想) － 25.00 55.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

2022年３月期の中間配当については、本日（2021年10月29日）公表いたしました「剰余金の配当（創立110周年記
念配当）に関するお知らせ」をご覧ください。

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 2.6 249.86
(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
　

　

（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２Ｑ 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２Ｑ 127,243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２Ｑ 17,609,983株 2021年３月期２Ｑ 17,608,281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

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２四半期連結累計期間(2021年４月～９月)の都市ガス販売量は、前第２四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影響が軽減したことに加え、取付メーター件数の増加や、業務用の空調の稼働率が向上した

こと等により、全体で8.0％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0.6％増の25,398百万円となりました。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4.0％減の47,807百万円となりました。

また、経常利益は、ガス販売量の増加等により、同151.2％増の2,396百万円となり、親会社株主に帰属する四半期

純利益は、同156.8％増の1,749百万円となりました。

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112百万円減少し、151,110百万円となり

ました。純資産は、前連結会計年度末に比べ1,714百万円増加し、55,949百万円となりました。

　 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35.6％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２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 21,559,423 20,132,928

供給設備 39,438,381 39,689,329

業務設備 11,696,313 11,692,654

その他の設備 35,753,733 35,640,152

建設仮勘定 1,909,730 2,988,882

有形固定資産合計 110,357,582 110,143,947

無形固定資産

その他 2,093,478 1,816,093

無形固定資産合計 2,093,478 1,816,093

投資その他の資産

投資有価証券 6,002,963 6,141,096

退職給付に係る資産 929,492 927,470

繰延税金資産 1,777,667 1,653,534

その他 3,492,831 3,445,034

貸倒引当金 △16,047 △16,327

投資その他の資産合計 12,186,907 12,150,808

固定資産合計 124,637,968 124,110,849

流動資産

現金及び預金 6,141,036 4,347,553

受取手形、売掛金及び契約資産 － 7,723,473

受取手形及び売掛金 12,554,850 －

商品及び製品 327,143 402,781

仕掛品 1,150,882 1,748,250

原材料及び貯蔵品 3,709,688 10,485,045

その他 2,751,963 2,318,682

貸倒引当金 △50,157 △25,958

流動資産合計 26,585,408 26,999,827

資産合計 151,223,376 151,110,677

　



北海道瓦斯株式会社(9534) 2022年３月期 第２四半期決算短信

4

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021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 24,001,172 22,325,152

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 4,561,261

ガスホルダー修繕引当金 87,262 102,757

保安対策引当金 699,192 610,239

器具保証引当金 392,421 408,591

熱供給事業設備修繕引当金 239,008 273,904

リース債務 1,497,213 1,975,085

その他 689,008 799,468

固定負債合計 76,693,391 75,610,889

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 4,165,120 3,935,412

支払手形及び買掛金 3,576,003 5,903,541

その他 12,554,120 9,711,784

流動負債合計 20,295,244 19,550,739

負債合計 96,988,636 95,161,628

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 5,256,569

利益剰余金 37,366,855 38,962,332

自己株式 △172,076 △170,485

株主資本合計 49,967,179 51,564,248

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 2,170,284

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 △129,485

その他の包括利益累計額合計 2,179,805 2,292,047

新株予約権 44,419 48,743

非支配株主持分 2,043,336 2,044,008

純資産合計 54,234,740 55,949,049

負債純資産合計 151,223,376 151,110,677
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 49,787,563 47,807,891

売上原価 35,090,504 31,338,870

売上総利益 14,697,059 16,469,021

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 12,079,266 12,319,816

一般管理費 1,823,119 1,873,118

供給販売費及び一般管理費合計 13,902,385 14,192,934

営業利益 794,673 2,276,086

営業外収益

受取配当金 200,847 76,010

受取賃貸料 136,958 128,488

その他 171,632 189,283

営業外収益合計 509,438 393,782

営業外費用

支払利息 168,075 156,605

出向社員費用 96,451 100,200

投資有価証券評価損 60,311 －

その他 25,095 16,568

営業外費用合計 349,934 273,373

経常利益 954,177 2,396,495

税金等調整前四半期純利益 954,177 2,396,495

法人税等 272,617 646,726

四半期純利益 681,559 1,749,769

非支配株主に帰属する四半期純利益 500 672

親会社株主に帰属する四半期純利益 681,058 1,749,096
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 681,559 1,749,769

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △176,887 79,707

退職給付に係る調整額 36,902 32,882

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,743 △347

その他の包括利益合計 △142,729 112,242

四半期包括利益 538,829 1,862,011

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 538,329 1,861,338

非支配株主に係る四半期包括利益 500 672
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021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 954,177 2,396,495

減価償却費 6,625,698 6,649,769

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） △92,462 △88,953

器具保証引当金の増減額（△は減少） △31,260 16,170

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 71,027 38,070

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,796 △23,919

受取利息及び受取配当金 △209,328 △83,968

支払利息 168,075 156,605

売上債権の増減額（△は増加） 4,309,828 5,511,979

棚卸資産の増減額（△は増加） △3,120,145 △7,448,361

仕入債務の増減額（△は減少） △1,055,766 1,575,599

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,229 △1,780,160

その他 △17,766 △166,309

小計 7,646,362 6,753,017

利息及び配当金の受取額 211,885 86,525

利息の支払額 △169,004 △157,454

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △658,678 △931,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,030,565 5,750,321

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 △4,718,475 △5,441,040

有形固定資産の売却及び収用等による収入 9,560 635,487

無形固定資産の取得による支出 △124,626 △122,338

長期前払費用の取得による支出 △188,071 △151,524

その他 90,859 71,079

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,930,754 △5,008,336

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） △770,427 －

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 △2,167,164 △1,947,266

配当金の支払額 △441,749 △441,635

その他 △120,469 △146,566

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,499,810 △2,535,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △399,999 △1,793,483

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 1,137,028 4,347,553
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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、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、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２四半期連結累計期間の売上高は1,169百万円減少し、売上原価は1,147百万円減少し、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22百万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、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
(2020.9.30現在)

当四半期末
(2021.9.30現在)

増 減
増減率

(％)

ガス
小売お客さま件数 500,540 498,391 △2,149 △0.4

取付メーター件数 585,278 591,439 6,161 1.1

電気 お客さま件数 183,290 205,177 21,887 11.9

　

ガス販売量

(単位：千ｍ3)

項 目
前年同四半期

(2020.4～2020.9)
当四半期

(2021.4～2021.9)
増 減

増減率
(％)

家 庭 用 67,813 69,287 1,475 2.2

業

務

用

商 業 用 61,349 68,044 6,695 10.9

工 業 用 38,476 40,795 2,319 6.0

公 用 18,486 21,317 2,831 15.3

医 療 用 15,448 16,576 1,128 7.3

計 133,758 146,732 12,974 9.7

小 計 201,571 216,019 14,448 7.2

他事業者向け供給 3,499 5,521 2,022 57.8

総 販 売 量 205,070 221,540 16,470 8.0

電力販売量

(単位：千kWh)

項 目
前年同四半期

(2020.4～2020.9)
当四半期

(2021.4～2021.9)
増 減

増減率

(％)

低 圧 226,033 249,537 23,504 10.4

高 圧 128,011 116,648 △11,362 △8.9

卸 売 99,816 49,352 △50,464 △50.6

総 販 売 量 453,860 415,537 △38,322 △8.4

　

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 ％

2022年3月期第2四半期 40,109 △7.0 1,781 365.3 1,886 216.2 1,382 210.1

2021年3月期第2四半期 43,148 △9.1 382 528.3 596 71.0 445 60.5

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

　


