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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 292,758 6.0 23,703 △38.3 25,730 △36.3 17,414 △35.3

29年３月期第１四半期 276,308 △19.1 38,407 △46.9 40,382 △45.5 26,909 △48.4
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 14,708百万円( －％) 29年３月期第１四半期 501百万円(△98.9％)

　

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

30年３月期第１四半期 8.37 －

29年３月期第１四半期 12.94 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 1,822,751 996,004 53.0

29年３月期 1,886,577 991,870 51.0
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 966,041百万円 29年３月期 961,905百万円
　

　　

２．配当の状況

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

29年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 5.00 － 25.00 －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株を１株とする株式併合を予定しており、平成30年３月
　期(予想)の１株当たり期末配当金は、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。
　詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

　 (％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 1,344,500 13.6 66,500 △31.6 64,000 △33.5 42,500 △30.6 102.18
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　平成30年３月期連結業績予想の１株当たり当期純利益は、株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。
　詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 (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.７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期１Ｑ 2,083,400,000株 29年３月期 2,083,400,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 3,804,461株 29年３月期 3,764,066株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 2,079,614,658株 29年３月期１Ｑ 2,080,131,413株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１.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。

２.当社は、平成29年７月28日に機関投資家及びアナリスト向けの電話会議を開催する予定です。当日使用する決
算説明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

３．株式併合後の業績予想及び配当について
　当社は、平成29年６月29日開催の第199回定時株主総会において、株式併合に係る議案について承認可決され、
平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式について５株を１株に併合する予定です。なお、株式併合の影響
を考慮しない場合の平成30年３月期の連結及び個別業績予想、配当予想は以下となります。
・平成30年３月期の連結業績予想(１株当たり当期純利益)：20円44銭
・平成30年３月期の個別業績予想(１株当たり当期純利益)：12円98銭
・平成30年３月期の配当予想(１株当たり期末配当金):５円
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（参考）個別業績予想

　平成30年３月期の個別業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 1,053,500 16.2 28,000 △49.4 35,000 △50.2 27,000 △50.6 64.91

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

平成30年３月期個別業績予想の１株当たり当期純利益は、株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。
詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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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

（四半期経営成績等の概況）

当第１四半期の売上高は、電力事業での販売量の増加による増収などにより、前年同期に比べて164億円増の

2,927億円となりました。経常利益は、ガス事業での原料価格の変動が販売単価に反映されるまでのタイムラグによ

る減益影響(*)などにより、146億円減の257億円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、94億

円減の174億円となりました。

(*)原料価格の変動が原料費調整制度に基づく販売単価に反映されるまでには、一定の時間差があるため、一時的な増減益要因となります。

当第１四半期は一時的な減益要因、前年同期は一時的な増益要因となっております。

　
(単位：億円)

連結(ａ)
対前年同期比較

個別(ｂ)
連単倍率
(ａ)/(ｂ)増減値 増減率(％)

売上高 2,927 ＋164 ＋6.0 2,331 1.26

売上原価 1,885 ＋315 ＋20.1 1,528 1.23

供給販売費及び
一般管理費

805 △4 △0.5 634 1.27

営業利益 237 △147 △38.3 167 1.42

経常利益 257 △146 △36.3 225 1.14

親会社株主に帰属
する四半期純利益
(*)

174 △94 △35.3 176 0.99

　(*)個別は「四半期純利益」

　

（四半期個別ガス販売実績）

当四半期 (ａ)
(Ｈ29/４～Ｈ29/６)

前年同期 (ｂ)
(Ｈ28/４～Ｈ28/６)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率
(％)

ガス供給件数(千件) 6,129 6,210 △81 △1.3

ガス販売量
(百万ｍ3)

家庭用 524 501 ＋23 ＋4.7

業務用等 1,541 1,498 ＋43 ＋2.9

計 2,065 1,999 ＋67 ＋3.3

[45MJ/ｍ3表示]

　

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期末における総資産は、１兆8,227億円となり、前期末と比較して638億円の減少となりました。これ

は主として、季節要因などにより現預金や売掛債権等の流動資産が減少したことによるものです。

なお、純資産は9,960億円となり、自己資本比率は53.0％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

平成29年４月26日に公表した業績予想から修正はありません。
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２. 四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 91,943 90,988

供給設備 286,889 282,427

業務設備 58,912 58,491

その他の設備 387,286 380,386

建設仮勘定 87,706 88,640

有形固定資産合計 912,737 900,934

無形固定資産 77,483 74,961

投資その他の資産

投資有価証券 316,981 316,049

その他 98,688 99,551

貸倒引当金 △1,376 △1,410

投資その他の資産合計 414,293 414,190

固定資産合計 1,404,514 1,390,086

流動資産

現金及び預金 167,583 106,104

受取手形及び売掛金 177,512 157,015

たな卸資産 69,778 100,290

その他 68,817 70,798

貸倒引当金 △1,629 △1,544

流動資産合計 482,062 432,664

資産合計 1,886,577 1,822,751
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

固定負債

社債 194,979 194,980

長期借入金 267,666 251,894

ガスホルダー修繕引当金 1,416 1,452

保安対策引当金 10,897 10,731

投資損失引当金 6,999 6,999

器具保証引当金 14,282 13,816

退職給付に係る負債 18,709 18,928

その他 117,485 110,429

固定負債合計 632,436 609,235

流動負債

支払手形及び買掛金 50,246 47,609

短期借入金 23,118 24,318

その他 188,904 145,582

流動負債合計 262,269 217,511

負債合計 894,706 826,746

純資産の部

株主資本

資本金 132,166 132,166

資本剰余金 19,319 19,317

利益剰余金 752,872 759,888

自己株式 △1,492 △1,510

株主資本合計 902,865 909,862

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51,678 55,006

繰延ヘッジ損益 △9,500 △11,128

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 17,993 11,768

退職給付に係る調整累計額 △393 1,270

その他の包括利益累計額合計 59,040 56,179

非支配株主持分 29,965 29,963

純資産合計 991,870 996,004

負債純資産合計 1,886,577 1,822,751
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 276,308 292,758

売上原価 156,995 188,554

売上総利益 119,312 104,204

供給販売費及び一般管理費 80,904 80,500

営業利益 38,407 23,703

営業外収益

受取利息 73 87

受取配当金 1,938 2,850

雑収入 4,445 2,162

営業外収益合計 6,457 5,100

営業外費用

支払利息 2,350 2,429

雑支出 2,131 644

営業外費用合計 4,482 3,074

経常利益 40,382 25,730

税金等調整前四半期純利益 40,382 25,730

法人税等 13,283 7,844

四半期純利益 27,098 17,885

非支配株主に帰属する四半期純利益 189 471

親会社株主に帰属する四半期純利益 26,909 17,414
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 27,098 17,885

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,678 3,329

繰延ヘッジ損益 △3,311 △2,252

為替換算調整勘定 △10,057 △6,363

退職給付に係る調整額 1,542 1,659

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,093 449

その他の包括利益合計 △26,597 △3,177

四半期包括利益 501 14,708

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 567 14,552

非支配株主に係る四半期包括利益 △65 155
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（３）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）

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）

当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

該当事項はありません。

　

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

○税金費用の計算

連結子会社の税金費用については、主として、当第１四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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算しています。
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（セグメント情報）

前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） （単位：百万円）

国内エネル
ギー・ガス

国内エネル
ギー・電力

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売 上 高 221,466 17,985 3,020 46,827 289,300 △12,991 276,308

セグメント利益
又は損失（△）

営業利益又は損失（△） 35,914 639 △1,722 2,941 37,773 634 38,407

持分法による投資利益
又は損失（△）

△91 43 △614 － △662 － △662

計 35,823 682 △2,336 2,941 37,110 634 37,745

　

当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日） （単位：百万円）

国内エネル
ギー・ガス

国内エネル
ギー・電力

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売 上 高 227,684 28,210 4,439 44,447 304,782 △12,023 292,758

セグメント利益

営業利益 17,517 2,121 464 2,894 22,998 705 23,703

持分法による投資利益
又は損失（△）

△170 64 299 － 194 － 194

計 17,347 2,186 764 2,894 23,192 705 23,898

（注）報告セグメントの変更等に関する事項

平成29年３月に策定した長期経営ビジョン2030・中期経営計画2020「Going Forward Beyond Borders」におい

て、事業区分の見直しを行ったため、当第１四半期連結会計期間より、従来「ＬＰＧ・電力・その他エネルギ

ー」セグメントに区分していた電気供給事業等を独立させ、セグメント名称を「国内エネルギー・電力」とし、

ＬＰＧ販売事業、ＬＮＧ販売事業、産業ガス販売事業等を「ガス」セグメントに移管し、セグメント名称を「国

内エネルギー・ガス」に変更しています。前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報

告セグメントに基づき作成したものを記載しています。
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