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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 48,459 2.8 2,075 23.4 1,830 22.1 788 29.8
23年3月期第2四半期 47,137 4.0 1,681 △49.2 1,499 △51.1 607 △49.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 812百万円 （48.1％） 23年3月期第2四半期 548百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 20.03 ―

23年3月期第2四半期 15.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 106,355 35,360 22.4
23年3月期 111,390 34,947 20.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  23,802百万円 23年3月期  23,323百万円

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

23年3月期 ― 6.50 ― 6.50 13.00
24年3月期 ― 6.50

24年3月期（予想） ― 6.50 13.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 111,000 6.6 7,200 10.8 6,900 13.3 2,800 20.5 64.31



(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  ：  無  

(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いません。 

※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、添付資
料P3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 44,961,525 株 23年3月期 44,961,525 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 5,575,822 株 23年3月期 5,575,787 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 39,385,718 株 23年3月期2Q 39,386,136 株
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エネルギー業界におきましては、東日本大震災による原発事故を契機として、我が国のエネルギー計

画について、原発依存からの脱却のための抜本的な見直しが必要との議論が広がり、コストの高い再生

エネルギーの推進が叫ばれる一方、今後の基幹エネルギーとして、ガス体エネルギーの重要性が一層注

目されております。 

また、大規模集中型エネルギーシステムから分散型エネルギーシステムへの転換が重要課題となるな

ど、エネルギーシステムの在り方は、大きな分岐点を迎えております。 

このような環境の下、当社グループは、引き続き直売分野での競争コスト創出を目途とする、抜本的

な経営の効率化に取り組み、保安の確保と安定供給を前提とした顧客サービスの向上と顧客基盤の拡充

に総力を挙げてまいりました。 

また、今般、当社グループは、国際的な金融機関ＪＰモルガンの投資部門であるＯＥＰと資本業務提

携契約を締結し、ＯＥＰを割当先とする第三者割当による新株式の発行並びに自己株式の処分を実施

し、103億5千万円の資金を調達いたしました。調達資金は、国内外のエネルギー関連企業への投資資金

に充当し、国内における収益基盤の拡大と海外での事業展開を進めてまいります。 

海外での事業展開につきましては、既に経営参加しているオーストラリアとアメリカの電力と都市ガ

ス小売企業への追加投資とアジアにおいて当社グループの持つ分散型エネルギーシステムのノウハウを

活用することが可能なエネルギー関連企業に積極的な投資を行い、将来の収益基盤の確保をはかってま

いります。 

当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては、震災の影響で業務用のガス販売量が減少したこ

とにより、ガスの総販売量は前年同期に比べ減少いたしましたが、当第2四半期連結累計期間末の当社

グループのお客様数が前連結会計年度末に比べ20千戸増の956千戸となり、民生用のガス販売量が堅調

に推移したことに加え、機器、受注工事他の売上が増加したこと等により、484億5千9百万円（前年同

期比2.8％増）となりました。 

一方、利益面につきましては、原料価格は前年同期に比べ高く推移いたしましたが、前連結会計年度

から運用を開始した新物流システムによる物流コストの削減に加え、業務全般に及ぶ抜本的改革により

コスト全体の削減に努めました結果、営業利益は20億7千5百万円（前年同期比23.4％増）、経常利益は

18億3千万円（同22.1％増）、第2四半期純利益は7億8千8百万円（同29.8％増）と増収増益となりまし

た。 

なお、当社グループの売上高及び利益面におきましては、性質上季節的変動が著しいガス事業の占め

るウェイトが高いために、下期に偏る傾向にあります。 

当第2四半期連結累計期間のセグメント別の概況は次のとおりであります。 

[LPガス事業] 

LPガス事業におきましては、業務用ガスの大幅な需要減により、総販売量は前年同期に比べ減少いた

しましたが、民生用ガスの販売量がお客様の増加に伴い堅調に推移したことに加え、機器、受注工事他

の売上が伸びましたため、当第2四半期連結累計期間の売上高は255億8千8百万円と前年同期に比べ5億8

千6百万円（前年同期比2.3％増）の増収となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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[都市ガス事業] 

当社の都市ガス子会社４社で構成される当事業におきましては、ガス販売量が、LPガス事業と同様の

要因で前年同期に比べ減少いたしましたが、天然ガスの販売価格が原料費調整制度により前年同期に比

べ高く推移したこと等により、当第2四半期連結累計期間の売上高は228億7千1百万円と前年同期に比べ

7億3千5百万円（前年同期比3.3％増）の増収となりました。 
  

①資産 

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50億3千4百万円減少し、

1,063億5千5百万円となりました。これは主に、季節的要因により現金及び預金と受取手形及び売掛金

が減少したこと等によるものです。 

②負債 

当第2四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ54億4千7百万円減少し、709億

9千5百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少と返済が進んだことにより借入金が

減少したこと等によるものです。 

③純資産 

当第2四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ4億1千2百万円増加し、353

億6千万円となりました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等によるもので

す。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.5ポイント向上し、22.4％となりました。 

④連結キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、23億9千9百

万円減少し65億4千1百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益17億8

千3百万円、減価償却費43億1千7百万円等の収入要因が、仕入債務の減少額29億8千9百万円等の支出要

因に相殺され46億9千4百万円（前年同期に比べ16億2千8百万円収入が増加）の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出

34億9千6百万円、投資有価証券の取得による支出19億8千3百万円等により58億1千万円（前年同期に比

べ12億3千4百万円支出が増加）の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純減少額7億9千6百万

円、配当金の支払額2億5千4百万円等により12億5千1百万円（前年同期に比べ1億6千4百万円支出が増

加）の支出となりました。 
  

平成23年度については、当社グループは引続き、顧客基盤の拡充によるガス販売高の伸張及びガス機

器の普及・拡大に注力し、売上高は平成22年度に対し6.6％増の1,110億円になる見通しです。 

利益面につきましては、顧客基盤の拡充に伴う経費等が増加しますが、お客様数の増加等により、営

業利益は10.8％増の72億円、経常利益は13.3％増の69億円、当期純利益は20.5％増の28億円となる見通

しです。なお、第三者割当増資により1株当たり予想は変更しておりますが、その他の業績予想数値は

平成23年4月28日公表時から変更しておりません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,955 6,951

受取手形及び売掛金 10,340 6,803

商品及び製品 4,841 4,187

仕掛品 25 45

原材料及び貯蔵品 81 90

繰延税金資産 802 669

その他 479 1,281

貸倒引当金 △175 △132

流動資産合計 25,350 19,897

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,861 7,788

機械装置及び運搬具（純額） 39,803 38,494

工具、器具及び備品（純額） 440 404

土地 20,061 20,096

リース資産（純額） 618 763

建設仮勘定 665 1,146

有形固定資産合計 69,450 68,694

無形固定資産

のれん 6,706 6,338

その他 634 592

無形固定資産合計 7,341 6,930

投資その他の資産

投資有価証券 3,413 5,287

その他 5,928 5,871

貸倒引当金 △785 △783

投資その他の資産合計 8,556 10,374

固定資産合計 85,347 85,999

繰延資産 692 458

資産合計 111,390 106,355
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,694 9,704

短期借入金 12,224 13,828

未払法人税等 1,949 721

賞与引当金 384 440

その他 3,575 3,100

流動負債合計 30,828 27,796

固定負債

長期借入金 40,661 38,261

退職給付引当金 2,065 2,052

役員退職慰労引当金 1,040 912

ガスホルダー修繕引当金 264 293

その他 1,582 1,678

固定負債合計 45,614 43,198

負債合計 76,443 70,995

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 4,386 4,386

利益剰余金 21,366 21,901

自己株式 △7,527 △7,527

株主資本合計 23,225 23,760

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 97 42

その他の包括利益累計額合計 97 42

少数株主持分 11,624 11,557

純資産合計 34,947 35,360

負債純資産合計 111,390 106,355
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 47,137 48,459

売上原価 26,803 28,219

売上総利益 20,333 20,239

販売費及び一般管理費 18,651 18,164

営業利益 1,681 2,075

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 51 47

不動産賃貸料 23 21

持分法による投資利益 19 18

保険配当金 28 2

その他 103 75

営業外収益合計 228 167

営業外費用

支払利息 409 378

その他 0 33

営業外費用合計 410 411

経常利益 1,499 1,830

特別利益

固定資産売却益 8 16

その他 0 －

特別利益合計 9 16

特別損失

固定資産売却損 6 －

固定資産除却損 11 31

投資有価証券評価損 － 31

その他 1 0

特別損失合計 18 63

税金等調整前四半期純利益 1,490 1,783

法人税、住民税及び事業税 455 607

法人税等調整額 328 307

法人税等合計 784 915

少数株主損益調整前四半期純利益 705 868

少数株主利益 97 79

四半期純利益 607 788
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 705 868

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △157 △55

その他の包括利益合計 △157 △55

四半期包括利益 548 812

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 458 734

少数株主に係る四半期包括利益 89 78
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 1,490 1,783

減価償却費 4,213 4,317

繰延資産償却額 458 234

のれん償却額 416 351

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △44

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 △13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △91 △127

受取利息及び受取配当金 △54 △49

支払利息 409 378

為替差損益（△は益） － 33

持分法による投資損益（△は益） △19 △18

有形固定資産除却損 11 31

売上債権の増減額（△は増加） 3,907 3,536

たな卸資産の増減額（△は増加） 596 623

仕入債務の増減額（△は減少） △4,981 △2,989

未払消費税等の増減額（△は減少） △109 △103

前受金の増減額（△は減少） △69 40

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減
少）

△226 △218

その他 △1,287 △934

小計 4,707 6,832

利息及び配当金の受取額 54 49

利息の支払額 △411 △380

法人税等の支払額 △1,283 △1,806

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,066 4,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △12 △407

定期預金の払戻による収入 11 12

有形固定資産の取得による支出 △4,573 △3,496

有形固定資産の売却による収入 61 95

のれんの取得による支出 △24 △18

投資有価証券の取得による支出 △8 △1,983

貸付けによる支出 △8 △11

貸付金の回収による収入 28 42

その他 △49 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,575 △5,810
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 9,150 1,170

短期借入金の返済による支出 △9,150 △250

長期借入れによる収入 7,300 4,440

長期借入金の返済による支出 △7,987 △6,156

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △253 △254

少数株主への配当金の支払額 △92 △89

その他 △52 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,086 △1,251

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,595 △2,399

現金及び現金同等物の期首残高 10,614 8,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,019 6,541
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当第2四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第2四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日） 

該当事項はありません。 

  

 
  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

当社は、平成23年９月28日開催の取締役会の決議に基づき、下記のとおり第三者割当による新株式の発行及び自

己株式の処分を実施いたしました。

1.新株式の発行

（1）発行期日 平成23年10月18日

（2）発行する株式の種類 当社普通株式

（3）発行株式数 3,600,000株

（4）発行価額 １株につき1,150円

（5）発行価額のうち資本に組み入れる額 １株につき575円

（6）発行総額 4,140,000,000円

（7）募集の方法 第三者割当により OEP NG LLC に割当てる。

（8）払込期日 平成23年10月18日

（9）資金使途 国内外のエネルギー関連企業への投資資金

2.自己株式の処分

（1）処分期日 平成23年10月18日

（2）処分する株式の種類 当社普通株式

（3）処分する株式の総数 5,400,000株

（4）処分価額 １株につき1,150円

（5）処分価額の総額 6,210,000,000円

（6）処分の方法 第三者割当により OEP NG LLC に割当てる。

（7）払込期日 平成23年10月18日

（8）資金使途 国内外のエネルギー関連企業への投資資金

3.その他

本第三者割当増資の実施により、OEP NG LLC は当社株式を18.53％保有する当社筆頭株主となりました。
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 当社グループは販売を主として行っており、報告セグメントごとに生産規模及び受注実績を金額あるい

は数量で示すことは行っておりません。当社グループの売上高及び利益面におきましては、性質上季節的

変動が著しいガス事業の占めるウェイトが高いために、下期に偏る傾向にあります。 

1）販売実績 

当第2四半期連結累計期間における販売実績を報告セグメント別に示すと、次のとおりでありま

す。 

報告セグメント別販売実績 

 
  

2）ＬＰガス事業の販売実績 

 
  

3）都市ガス事業の販売実績 

 
（注）1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 2.セグメント間の取引高は相殺消去しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

報告セグメント
当第2四半期連結累計期間

(23.4.1～23.9.30)
前第2四半期連結累計期間 

(22.4.1～22.9.30)

ＬＰガス事業(百万円) 25,588 25,001

都市ガス事業(百万円) 22,871 22,135

合計(百万円) 48,459 47,137

区分
当第2四半期連結累計期間

(23.4.1～23.9.30)
前第2四半期連結累計期間 

(22.4.1～22.9.30)

ガス(百万円) 19,128 19,063

機器、受注工事他(百万円) 6,460 5,937

合計(百万円) 25,588 25,001

区分
当第2四半期連結累計期間

(23.4.1～23.9.30)
前第2四半期連結累計期間 

(22.4.1～22.9.30)

ガス(百万円) 18,809 18,372

機器、受注工事他(百万円) 4,061 3,762

合計(百万円) 22,871 22,135
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(2)需要家戸数等の推移
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ガス販売量

（単位：千戸）

（単位：千トン）

（注）　ガス販売量には、都市ガス事業における都市ガス（LNG）販売量を
　　　　LPG販売量（千トン）にカロリー換算して含めております。
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