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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 8,162 5.5 1,246 14.2 1,256 16.2 776 14.7
25年3月期第2四半期 7,733 8.9 1,090 45.6 1,080 47.0 676 71.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 774百万円 （18.0％） 25年3月期第2四半期 656百万円 （60.5％）

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

26年3月期第2四半期 54.72 ―

25年3月期第2四半期 47.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第2四半期 17,521 9,666 55.2 681.13
25年3月期 18,662 9,105 48.8 641.56

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  9,666百万円 25年3月期  9,105百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

26年3月期 ― 0.00

26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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 18,480 3.8 2,565 16.3 2,537 16.2 1,444 11.1 101.74



(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、四半期連結財務諸表に対 
する四半期のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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）連結業績予想などの将来予測情報に 
関する説明」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   ：  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） 26年3月期2Q 14,416,000 株 25年3月期 14,416,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 223,589 株 25年3月期 223,390 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 14,192,575 株 25年3月期2Q 14,192,730 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策の効果や個人消費の持ち直し等によ

り、景気は緩やかな回復の兆しを見せてまいりました。しかしながら、海外経済の下振れ及び円安の影響による原

材料価格の上昇など、景気下押しのリスクが懸念され先行き不透明な状況が続いております。 

この様な環境下、当社グループは引き続き新たなお客様の獲得に注力し、当第２四半期連結会計期間末のお客様

数は、前年同四半期連結会計期間末に比べ3.0％の増加となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、お客様数の増加によるガス消費量の増加等により、8,162百

万円（前年同四半期比428百万円増、同5.5％増）となりました。 

一方、利益につきましては、売上高の増加及びガス供給設備投資の効率化等により、売上総利益は2,761百万円

（前年同四半期比210百万円増、同8.2％増）、営業利益は1,246百万円（前年同四半期比155百万円増、同14.2％

増）、経常利益は1,256百万円（前年同四半期比175百万円増、同16.2％増）、四半期純利益は776百万円（前年同

四半期比99百万円増、同14.7％増）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、17,521百万円となり前連結会計年度末に比べ1,141百万円の減少となり

ました。  

 流動資産は、2,086百万円と前連結会計年度末と比べ1,124百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及

び売掛金が909百万円、現金及び預金が148百万円、商品が115百万円各々減少したことによるものです。 

 固定資産は、15,434百万円と前連結会計年度末と比べ16百万円の減少となりました。これは、有形固定資産が25

百万円、無形固定資産が33百万円各々減少した一方、投資その他の資産が42百万円増加したことによるものです。

 負債合計は、7,854百万円となり前連結会計年度末と比べ1,702百万円減少しました。 

 流動負債は、4,256百万円となり前連結会計年度末と比べ1,258百万円の減少となりました。これは主に、買掛金

が976百万円、未払金が251百万円、短期借入金が152百万円各々減少したことによるものです。 

 固定負債は、3,598百万円となり前連結会計年度末と比べ444百万円の減少となりました。これは主に、長期借入

金が419百万円、長期未払金が61百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、9,666百万円となり前連結会計年度末に比べ561百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金

が563百万円増加したことによるものです。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間の業績は当初予想を上回りましたが、通期の連結業績予想に関しましては、今後のＬ

Ｐガスの仕入価格の動向や気候変動等、不確定要素が多々あるため平成25年５月10日に公表いたしました業績予想

を変更しておりません。  

 ただし、事業環境が大きく変化し、当初業績予想の修正発表が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

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
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 725 576

受取手形及び売掛金 1,855 945

商品 401 285

貯蔵品 68 65

繰延税金資産 66 81

その他 130 159

貸倒引当金 △36 △28

流動資産合計 3,211 2,086

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 566 621

減価償却累計額 △411 △432

建物及び構築物（純額） 154 189

機械装置及び運搬具 22,055 22,645

減価償却累計額 △14,667 △15,173

機械装置及び運搬具（純額） 7,387 7,471

土地 332 350

賃貸用建物 3,225 3,480

減価償却累計額 △1,547 △1,604

賃貸用建物（純額） 1,677 1,876

賃貸用土地 2,808 2,814

建設仮勘定 659 296

その他 207 226

減価償却累計額 △114 △136

その他（純額） 93 90

有形固定資産合計 13,115 13,089

無形固定資産   

営業権 1 0

のれん 351 315

その他 17 20

無形固定資産合計 369 336

投資その他の資産   

投資有価証券 1,533 1,571

繰延税金資産 192 189

その他 353 361

貸倒引当金 △114 △113

投資その他の資産合計 1,966 2,009

固定資産合計 15,451 15,434

資産合計 18,662 17,521
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,028 1,052

短期借入金 1,425 1,273

1年内返済予定の長期借入金 859 835

未払法人税等 491 615

賞与引当金 58 68

未払金 549 297

その他 102 113

流動負債合計 5,514 4,256

固定負債   

長期借入金 2,597 2,177

長期未払金 79 18

繰延税金負債 5 5

役員退職慰労引当金 131 131

預り敷金及び保証金 1,224 1,260

その他 4 4

固定負債合計 4,042 3,598

負債合計 9,557 7,854

純資産の部   

株主資本   

資本金 582 582

資本剰余金 411 411

利益剰余金 8,242 8,805

自己株式 △169 △169

株主資本合計 9,067 9,630

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 38 35

その他の包括利益累計額合計 38 35

純資産合計 9,105 9,666

負債純資産合計 18,662 17,521
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,733 8,162

売上原価 5,182 5,400

売上総利益 2,551 2,761

販売費及び一般管理費 1,460 1,515

営業利益 1,090 1,246

営業外収益   

受取利息 0 3

受取配当金 5 15

受取補償金 6 8

雑収入 17 13

営業外収益合計 30 40

営業外費用   

支払利息 39 30

雑損失 0 －

営業外費用合計 40 30

経常利益 1,080 1,256

特別利益   

固定資産売却益 104 129

特別利益合計 104 129

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 3 7

その他 0 －

特別損失合計 4 7

税金等調整前四半期純利益 1,180 1,377

法人税、住民税及び事業税 495 612

法人税等調整額 8 △11

法人税等合計 504 600

少数株主損益調整前四半期純利益 676 776

四半期純利益 676 776
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 676 776

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20 △2

その他の包括利益合計 △20 △2

四半期包括利益 656 774

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 656 774
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,180 1,377

減価償却費 818 823

のれん償却額 36 36

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 －

受取利息及び受取配当金 △6 △18

支払利息 39 30

有形固定資産売却損益（△は益） △104 △128

有形固定資産除却損 3 7

売上債権の増減額（△は増加） 885 909

たな卸資産の増減額（△は増加） 90 119

仕入債務の増減額（△は減少） △939 △905

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19 △28

その他の流動負債の増減額（△は減少） △25 △73

その他の固定負債の増減額（△は減少） 49 36

その他 △16 △16

小計 2,028 2,178

利息及び配当金の受取額 5 18

利息の支払額 △40 △31

法人税等の支払額 △472 △483

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,520 1,682

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 △1,563 △939

有形固定資産の売却による収入 164 189

投資有価証券の取得による支出 △0 △40

その他 1 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,399 △795

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） △505 △152

長期借入れによる収入 1,500 －

長期借入金の返済による支出 △398 △443

配当金の支払額 △169 △212

割賦資産長期未払金支払額 △412 △226

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 13 △1,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134 △148

現金及び現金同等物の期首残高 674 715

現金及び現金同等物の四半期末残高 809 566
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 該当事項はありません。 

    

 該当事項はありません。 

    

 前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

 当社グループは、ガス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

 当社は、平成25年９月27日付「ＳＨＣ株式会社によるＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」において、

ＳＨＣ株式会社による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同の意

見を表明しております。 

 ＳＨＣ株式会社は、本公開買付けに係る公開買付期間（以下「本公開買付期間」といいます。）を平成25年10月１

日から平成25年11月13日、買付け資金の決済の開始日を平成25年11月20日としておりましたが、当社が平成25年10月

31日に平成26年３月期第２四半期の業績予想の修正を発表（当社の同日付「平成26年３月期第２四半期業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。）したことを受け、ＳＨＣ株式会社は、同年11月１日に本公開買付けに係

る「公開買付届出書の訂正届出書」を関東財務局長に提出し、これにともない本公開買付期間の最終日は平成25年11

月18日に、買付け資金の決済の開始日は平成25年11月25日にそれぞれ変更されました。 

 尚、本公開買付期間が延長されたことにともない、当社は平成25年11月１日付「ＳＨＣ株式会社による当社株式の

公開買付期間延長等に関するお知らせ」を公表いたしましたが、同お知らせにも表明しておりますとおり、当社の本

公開買付けに対する賛同の意見に変更はございません。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

４．その他
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