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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 30,091 1.0 △53 ― 120 △66.1 25 △69.4

23年3月期第3四半期 29,782 4.5 133 237.0 354 △15.0 84 △28.8

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △86百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 36百万円 （―％）

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3四半期 0.54 ―

23年3月期第3四半期 1.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 55,495 39,709 67.7
23年3月期 57,818 39,970 65.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  37,565百万円 23年3月期  37,950百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 7.00 7.00

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 45,000 0.5 1,350 △30.0 1,550 △29.1 900 △28.7 18.77



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項」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 

(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
四半期連結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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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Ｐ２．「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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3Q 48,000,000 株 23年3月期 48,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 48,725 株 23年3月期 46,364 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 47,952,745 株 23年3月期3Q 47,954,125 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成23年４～12月）の売上高につきましては、前年に比べ春先の気温が高めに推移

したこと、お客さま先での省エネルギーの推進、連結子会社である蒲原ガスの決算期変更（第３四半期連結累計期

間が、ガスの需要期を含む１～９月から４～12月に変更）などによりガス販売量は減少したものの、原料費調整制

度に基づくガス料金単価の調整があったことから、前年同期に比べ３億８百万円増加の300億91百万円となりまし

た。 

 一方、営業費用につきましては、ＬＮＧ価格上昇に伴う原料費の増加、年金制度上の数理差異による退職給付費

用の増加などから前年同期に比べ４億95百万円増加の301億44百万円となりました。 

 この結果、営業損失53百万円（前年同期は営業利益１億33百万円）、経常利益は前年同期に比べ２億34百万円減

少の１億20百万円、四半期純利益は前年同期に比べ58百万円減少の25百万円となりました。 

 なお、当社グループの連結業績は、季節的変動の著しいガス事業の占めるウェイトが高いため、ガスの需要期で

ある冬期を中心に春先にかけて売上高及び利益が多く計上されます。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における総資産は554億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億23百万円の減少となりま

した。増減の主なものは、有価証券の減少８億89百万円、現金及び預金残高の減少７億97百万円、有形固定資産の

減少５億17百万円などであります。 

 なお、純資産は397億９百万円となり、自己資本比率は2.1ポイント増加し67.7％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 暖房用ガスの需要期である冬期に入り、平年に比べ気温が低く推移しガス販売量は増加しているものの、第４四

半期連結会計期間はガス需要のピークを迎えるため、今後の気温の状況により通期の売上高は大きく変動いたしま

す。利益につきましても同様であることから、現時点において通期業績予想の修正は行っておりません。 

   

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 6,704,037 6,282,104

供給設備 29,979,536 29,384,433

業務設備 1,257,093 1,228,019

その他の設備 978,517 954,192

建設仮勘定 350,469 903,675

有形固定資産合計 39,269,654 38,752,425

無形固定資産   

のれん 1,732,200 1,661,975

その他無形固定資産 428,168 355,032

無形固定資産合計 2,160,368 2,017,008

投資その他の資産   

投資有価証券 2,583,649 2,660,295

繰延税金資産 496,316 501,756

その他投資 794,037 747,172

貸倒引当金 △8,890 △20,114

投資その他の資産合計 3,865,112 3,889,110

固定資産合計 45,295,135 44,658,543

流動資産   

現金及び預金 3,910,395 3,113,117

受取手形及び売掛金 4,067,767 4,293,019

有価証券 1,200,387 310,506

貯蔵品 269,332 323,935

繰延税金資産 369,138 470,002

その他流動資産 488,229 611,170

貸倒引当金 △32,021 △28,674

流動資産合計 10,273,229 9,093,076

繰延資産   

開発費 2,249,982 1,743,724

繰延資産合計 2,249,982 1,743,724

資産合計 57,818,347 55,495,344



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 6,835,225 5,840,987

繰延税金負債 297,673 155,319

退職給付引当金 349,234 383,117

役員退職慰労引当金 490,505 487,640

ガスホルダー修繕引当金 922,168 996,141

その他固定負債 371,964 333,355

固定負債合計 9,266,771 8,196,561

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 1,392,855 1,343,768

支払手形及び買掛金 3,035,663 3,193,064

短期借入金 － 179,000

未払法人税等 743,449 175,885

役員賞与引当金 15,480 －

その他流動負債 3,393,811 2,697,930

流動負債合計 8,581,259 7,589,649

負債合計 17,848,031 15,786,210

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,400,000 2,400,000

資本剰余金 21,043 21,043

利益剰余金 34,899,887 34,658,576

自己株式 △14,552 △15,026

株主資本合計 37,306,378 37,064,592

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 643,723 500,643

その他の包括利益累計額合計 643,723 500,643

少数株主持分 2,020,213 2,143,896

純資産合計 39,970,315 39,709,133

負債純資産合計 57,818,347 55,495,344



（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 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 29,782,597 30,091,511

売上原価 17,375,391 18,646,510

売上総利益 12,407,205 11,445,001

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 10,320,092 9,378,527

一般管理費 1,953,758 2,119,511

供給販売費及び一般管理費合計 12,273,850 11,498,039

営業利益 133,354 △53,038

営業外収益   

受取利息 9,381 8,568

受取配当金 42,136 43,121

導管修理補償料 26,852 71,157

受取賃貸料 39,264 46,319

投資有価証券受贈益 56,000 －

その他 144,633 86,069

営業外収益合計 318,269 255,236

営業外費用   

支払利息 92,640 78,842

その他 4,728 3,285

営業外費用合計 97,368 82,128

経常利益 354,255 120,069

税金等調整前四半期純利益 354,255 120,069

法人税等 116,960 62,899

少数株主損益調整前四半期純利益 237,294 57,170

少数株主利益 152,818 31,299

四半期純利益 84,476 25,871



（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 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 237,294 57,170

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △200,737 △143,451

その他の包括利益合計 △200,737 △143,451

四半期包括利益 36,557 △86,281

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △115,996 △117,208

少数株主に係る四半期包括利益 152,554 30,927



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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