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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 20,369 8.7 519 21.9 612 18.0 354 22.8
24年3月期第2四半期 18,739 △4.4 426 △44.4 519 △45.3 288 △36.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 261百万円 （32.5％） 24年3月期第2四半期 197百万円 （△48.1％）

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

25年3月期第2四半期 7.40 ―

24年3月期第2四半期 6.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 55,156 41,259 70.7
24年3月期 58,097 41,346 67.3

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  38,991百万円 24年3月期  39,111百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 47,200 1.2 1,390 △37.3 1,580 △36.6 920 △34.2 19.19



(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（注記事項）に関する事項（１）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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧く
ださい。 

※  注記事項

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 48,000,000 株 24年3月期 48,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 49,504 株 24年3月期 49,504 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 47,950,496 株 24年3月期2Q 47,953,185 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年４～９月）の売上高につきましては、夏場の高気温による冷房用需要の

増加及び工業用需要の増加によるガス販売量の増加や原料費調整制度に基づくガス料金単価の調整によりガスの

売上高が増加したことに加え、連結子会社における土木、管工事等が増加したことから、前年同期に比べ16億29

百万円増加の203億69百万円となりました。 

一方、営業費用につきましては、ＬＮＧ価格の上昇により原料費が増加したことなどから、税制改正に伴う減

価償却費の減少があったものの、前年同期に比べ15億36百万円増加の198億50百万円となりました。 

この結果、前年同期に比べ営業利益は93百万円増加の５億19百万円、経常利益は93百万円増加の６億12百万

円、四半期純利益は65百万円増加の３億54百万円となりました。 

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、売上及び利益が多く計上されます。したがいまして上半期と下半期の業績に

季節的変動があります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は551億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億41百万円の減少となりま

した。増減の主なものは、売掛金残高等の減少13億27百万円、有価証券の減少10億70百万円、有形固定資産の減

少５億71百万円などであります。 

なお、純資産は412億59百万円となり、自己資本比率は3.4ポイント増加し70.7％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間までの業績及び今後のガス原料価格の動向等を踏まえ、平成24年10月30日に公表した

平成25年３月期通期の連結業績予想及び個別業績予想の修正はしておりません。 

   

   

（１）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２四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。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ24,831千円増加しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 6,141,387 5,944,494

供給設備 29,228,750 28,819,609

業務設備 1,196,172 1,203,781

その他の設備 945,357 930,986

建設仮勘定 575,606 616,812

有形固定資産合計 38,087,274 37,515,684

無形固定資産   

のれん 1,638,567 1,591,751

その他無形固定資産 388,602 570,703

無形固定資産合計 2,027,170 2,162,455

投資その他の資産   

投資有価証券 2,981,719 3,069,366

繰延税金資産 456,621 455,314

その他投資 1,009,760 907,550

貸倒引当金 △26,492 △20,817

投資その他の資産合計 4,421,609 4,411,414

固定資産合計 44,536,054 44,089,554

流動資産   

現金及び預金 4,888,407 4,886,399

受取手形及び売掛金 4,687,435 3,360,052

有価証券 1,339,999 269,754

繰延税金資産 348,013 350,182

その他流動資産 761,593 1,008,069

貸倒引当金 △30,160 △18,358

流動資産合計 11,995,287 9,856,099

繰延資産   

開発費 1,566,317 1,210,951

繰延資産合計 1,566,317 1,210,951

資産合計 58,097,659 55,156,605



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 5,430,837 4,820,637

繰延税金負債 291,929 230,731

退職給付引当金 399,808 460,852

役員退職慰労引当金 500,101 515,039

ガスホルダー修繕引当金 1,023,418 1,138,722

その他固定負債 304,937 279,198

固定負債合計 7,951,032 7,445,181

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 1,324,268 1,267,668

支払手形及び買掛金 3,278,877 2,015,795

短期借入金 － 63,000

未払法人税等 973,489 360,637

役員賞与引当金 16,687 －

その他流動負債 3,206,720 2,744,874

流動負債合計 8,800,043 6,451,975

負債合計 16,751,075 13,897,157

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 36,030,141 36,049,218

自己株式 △15,198 △15,198

株主資本合計 38,435,986 38,455,063

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 675,683 536,658

その他の包括利益累計額合計 675,683 536,658

少数株主持分 2,234,914 2,267,726

純資産合計 41,346,583 41,259,448

負債純資産合計 58,097,659 55,156,605



（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 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 18,739,887 20,369,607

売上原価 10,821,971 12,225,022

売上総利益 7,917,915 8,144,585

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 6,068,625 6,113,042

一般管理費 1,423,134 1,512,098

供給販売費及び一般管理費合計 7,491,760 7,625,141

営業利益 426,155 519,444

営業外収益   

受取利息 7,034 6,355

受取配当金 28,609 27,307

受取賃貸料 26,573 39,997

その他 84,762 83,378

営業外収益合計 146,979 157,038

営業外費用   

支払利息 52,918 44,256

投資有価証券評価損 122 17,898

その他 811 1,523

営業外費用合計 53,852 63,678

経常利益 519,282 612,804

税金等調整前四半期純利益 519,282 612,804

法人税等 187,269 211,476

少数株主損益調整前四半期純利益 332,012 401,328

少数株主利益 43,084 46,597

四半期純利益 288,928 354,730



（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 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 332,012 401,328

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △134,360 △139,359

その他の包括利益合計 △134,360 △139,359

四半期包括利益 197,652 261,968

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 154,744 215,706

少数株主に係る四半期包括利益 42,907 46,262



 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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