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

26年3月期第3四半期 60,088 10.3 190 △76.2 △107 ― 1,259 ―
25年3月期第3四半期 54,496 7.8 801 △35.4 323 △63.0 △25 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,785百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 135百万円 （△83.1％）

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

26年3月期第3四半期 18.19 14.31
25年3月期第3四半期 △0.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 129,046 35,856 25.9
25年3月期 125,261 35,866 25.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 33,428百万円 25年3月期 32,192百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年3月期 ― 4.00 ―
26年3月期（予想） 4.00 8.00

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 95,000 13.2 2,500 △3.1 1,850 △3.9 2,000 94.0 28.87



(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 

(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おりません。 

※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、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 69,787,180 株 25年3月期 69,787,180 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 532,712 株 25年3月期 512,152 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 69,269,216 株 25年3月期3Q 69,367,373 株
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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 

当第3四半期連結累計期間(平成 25 年 4月～12 月)の都市ガス売上高は、ガス販売量の増加や原料費調整

制度の影響等により 14.6％増収となり、加えてガス器具の販売台数についても増加し、連結売上高は前年

同四半期比10.3％増の60,088百万円となりました。 

一方、お客さまに供給するガスの標準熱量の変更による原材料費の低減など、引き続き経営全般にわた

る合理化、効率化を進めましたものの、前第 3 四半期連結会計期間に石狩ＬＮＧ基地が稼働し、見込んでお

りました減価償却費等の基地運営経費や原料構成の変化による原材料費の増加等により、107 百万円の経常

損失となりましたが、固定資産売却益等を特別利益に計上し、法人税等を計上した結果、1,259 百万円の四

半期純利益となりました。 

なお、当社グループの連結業績は、都市ガス事業の占める割合が高く、冬季から春先にかけて多くの売

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3四半期末における総資産は、前期末に比べ3,784百万円増加し129,046百万円となりました。純資

産は、前期末に比べ9百万減少し35,856百万となりました。 

  これらの結果、自己資本比率は、前期末の25.7％から25.9％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 

前述のガス売上高の季節的変動要因を踏まえると、通期の見通しに対する当四半期の業績の進捗状況は

概ね計画通りに推移しているため、通期の見通しは平成 26 年 3 月期第 2 四半期決算発表時（平成 25 年 10

月30日）に公表した業績予想から修正はございません。 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）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 

  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 

・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。 

 

（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。 
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 23,290,924 21,975,381

供給設備 46,326,115 44,417,590

業務設備 10,405,622 10,068,630

その他の設備 16,194,416 16,327,501

建設仮勘定 1,451,506 5,583,969

有形固定資産合計 97,668,584 98,373,074

無形固定資産

その他 2,241,929 2,307,142

無形固定資産合計 2,241,929 2,307,142

投資その他の資産

投資有価証券 3,628,641 4,388,784

繰延税金資産 673,715 666,380

その他 4,455,265 4,229,916

貸倒引当金 △53,773 △39,871

投資その他の資産合計 8,703,849 9,245,211

固定資産合計 108,614,363 109,925,428

流動資産

現金及び預金 1,250,466 1,551,254

受取手形及び売掛金 9,386,711 9,576,406

商品及び製品 425,944 372,400

原材料及び貯蔵品 1,878,328 4,619,844

繰延税金資産 795,304 794,613

その他 3,168,212 2,527,344

貸倒引当金 △428,361 △363,756

流動資産合計 16,476,604 19,078,107

繰延資産

開発費 170,308 42,577

繰延資産合計 170,308 42,577

資産合計 125,261,276 129,046,113
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部

固定負債

社債 24,000,000 29,000,000

転換社債型新株予約権付社債 5,000,000 5,000,000

長期借入金 26,471,174 27,085,804

再評価に係る繰延税金負債 1,093,796 1,064,147

退職給付引当金 3,196,897 3,285,647

ガスホルダー修繕引当金 152,084 182,295

保安対策引当金 258,739 154,715

熱供給事業設備修繕引当金 277,247 196,819

その他 763,503 862,545

固定負債合計 61,213,442 66,831,975

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 4,597,832 5,515,152

支払手形及び買掛金 3,460,289 5,146,810

短期借入金 5,351,709 1,845,000

コマーシャル・ペーパー 7,000,000 8,000,000

その他 7,771,683 5,850,500

流動負債合計 28,181,514 26,357,463

負債合計 89,394,956 93,189,438

純資産の部

株主資本

資本金 5,039,330 5,039,330

資本剰余金 2,799,095 2,799,095

利益剰余金 22,659,837 23,248,388

自己株式 △134,531 △140,012

株主資本合計 30,363,732 30,946,802

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,022,449 1,557,717

土地再評価差額金 806,704 923,906

その他の包括利益累計額合計 1,829,154 2,481,624

少数株主持分 3,673,432 2,428,248

純資産合計 35,866,319 35,856,674

負債純資産合計 125,261,276 129,046,113
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 54,496,478 60,088,653

売上原価 31,461,719 39,480,545

売上総利益 23,034,759 20,608,108

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 19,399,338 17,876,276

一般管理費 2,833,691 2,540,883

供給販売費及び一般管理費合計 22,233,030 20,417,160

営業利益 801,728 190,947

営業外収益

受取利息 5,631 1,067

受取配当金 51,572 100,018

その他 350,192 390,113

営業外収益合計 407,396 491,200

営業外費用

支払利息 582,128 572,981

その他 303,047 217,095

営業外費用合計 885,176 790,077

経常利益 323,948 △107,929

特別利益

固定資産売却益 － 1,223,310

負ののれん発生益 － 547,859

子会社清算益 － 135,048

特別利益合計 － 1,906,217

特別損失

投資有価証券評価損 184,229 －

特別損失合計 184,229 －

税金等調整前四半期純利益 139,718 1,798,288

法人税、住民税及び事業税 112,791 573,295

法人税等調整額 34,711 △24,988

法人税等合計 147,503 548,307

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△7,784 1,249,980

少数株主利益又は少数株主損失（△） 17,611 △9,957

四半期純利益又は四半期純損失（△） △25,395 1,259,938
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 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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△7,784 1,249,980

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 145,957 535,085

繰延ヘッジ損益 △2,669 －

持分法適用会社に対する持分相当額 148 415

その他の包括利益合計 143,436 535,500

四半期包括利益 135,651 1,785,481

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 118,152 1,795,207

少数株主に係る四半期包括利益 17,498 △9,725
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31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 139,718 1,798,288

減価償却費 7,583,359 8,314,397

繰延資産償却額 255,740 127,731

投資有価証券評価損益（△は益） 184,229 911

有形固定資産売却損益（△は益） △10,936 △1,222,300

負ののれん発生益 － △547,859

子会社清算損益（△は益） － △135,048

保安対策引当金の増減額（△は減少） △283,336 △104,023

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △158,475 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,266 88,749

貸倒引当金の増減額（△は減少） 168,120 △78,506

受取利息及び受取配当金 △57,204 △101,086

支払利息 582,128 572,981

売上債権の増減額（△は増加） 142,462 △88,833

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,565,673 △3,026,218

仕入債務の増減額（△は減少） △1,492,425 856,186

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,285,032 505,494

その他 579,033 △88,802

小計 2,813,975 6,872,061

利息及び配当金の受取額 57,442 101,086

利息の支払額 △615,212 △575,408

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,315,052 101,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 941,153 6,499,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △35,176 △21,011

有形固定資産の取得による支出 △14,071,279 △10,331,051

有形固定資産の売却による収入 1,985,098 2,160,449

無形固定資産の取得による支出 △551,669 △588,758

投資有価証券の取得による支出 △99,993 －

投資有価証券の売却による収入 100 6,436

子会社株式の取得による支出 △66,567 △697,600

子会社の清算による収入 － 114,247

長期前払費用の取得による支出 △308,150 △274,230

短期貸付金の純増減額（△は増加） △98,586 △17,600

その他 18,217 42,708

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,228,007 △9,606,409
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

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） 5,085,107 △3,506,709

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 5,000,000 1,000,000

長期借入れによる収入 6,500,000 5,050,000

長期借入金の返済による支出 △4,537,230 △3,499,347

社債の発行による収入 － 4,975,380

社債の償還による支出 △5,000,000 －

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 4,858,408 －

少数株主からの払込みによる収入 600,000 －

配当金の支払額 △557,558 △557,735

その他 △60,771 △74,557

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,887,956 3,387,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △398,897 279,776

現金及び現金同等物の期首残高 791,698 1,136,466

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 315,852 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 708,653 1,416,242
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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重要事象等） 

  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。 

 

 

４．補足情報 

（１）四半期個別経営成績等の概況 

 

（％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　　　　　％

49,593    15.3 449　△59.5 2　△99.5 1,500　 843.9

43,015     7.8 1,109   　3.7 424　△29.7 158　△71.8

67,354　  10.5 2,874  △27.3 2,037　△38.6 1,487     7.3

26年3月期第3四半期

25年3月期第3四半期

25年3月期  

 

（２）四半期個別ガス販売実績等 

①お客さま件数 （件）

前年同四半期末 当四半期末

（24.12.31現在） （25.12.31現在）

552,004 553,599 1,595 0.3

②ガス販売量 （単位:千m3）

前年同四半期 当四半期

（24.12.31現在） （25.12.31現在）

79,621 84,480 4,859 6.1

商業用 123,059 116,693 △ 6,366 △ 5.2

工業用 54,639 55,851 1,212 2.2

その他 42,551 44,913 2,362 5.6

計 220,249 217,457 △ 2,792 △ 1.3

299,870 301,937 2,067 0.7

3,119 3,751 632 20.3

302,989 305,688 2,699 0.9

（注）当社は平成25年９月１日からお客さまに供給するガスの標準熱量を変更いたしました。これに伴い、

　　  ガス販売量は従来の46.04655MJ（メガジュール）/ｍ3から45MJ/ｍ3に換算して表記しております。

増減率（％)

増減 増減率（％)

増減

総販売量

他事業者向け供給

小計

業
務
用

お客さま件数

家庭用
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