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  （百万円未満切捨て）

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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３四半期 1,221,491 12.5 68,029 141.6 65,329 155.4 48,360 177.3 

29年３月期第３四半期 1,086,075 △18.9 28,162 △78.1 25,574 △79.6 17,441 △77.9 
 
（注）包括利益 30年３月期第３四半期 46,910 百万円 （－％）   29年３月期第３四半期 △6,020 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 

30年３月期第３四半期 105.83 － 

29年３月期第３四半期 37.71 － 

（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期

首に当該株式併合が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。 
 
（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３四半期 2,269,824 1,128,791 49.1 

29年３月期 2,230,269 1,112,807 49.4 
 
（参考）自己資本 30年３月期第３四半期 1,115,468 百万円   29年３月期 1,101,498 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 － 5.50 － 5.50 11.00 

30年３月期 － 5.50 －    

30年３月期（予想）       27.50 － 

（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日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成30年３月期（予想）

の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として

記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期（予想）の１株当たり期末配当金は５円50銭となり、１

株当たり年間配当金は11円00銭となります。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」をご参照ください。 

 



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 1,805,000 13.7 97,000 66.2 92,000 65.2 70,000 31.7 153.21 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有 

 

※当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成30年３月期の通期の

連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、当該株式併合の影響を考慮しております。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」をご参照ください。 

 

※  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８ページ「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）」をご覧下さい。 

 

（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３Q 458,073,259 株 29年３月期 460,571,259 株 

②  期末自己株式数 30年３月期３Q 1,387,356 株 29年３月期 1,365,308 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Q 456,974,597 株 29年３月期３Q 462,496,750 株 

（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年

度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平

均株式数」を算定しております。 

 
 

※  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．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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、実際の業績は、様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま

す。なお、上記予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況（２）今後の見通し」をご覧下さ

い。 

２．当社は、平成29年６月29日開催の第217回定時株主総会において、株式併合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５株につき１株の割合で株式併合を行っております。なお、株式併合考慮前に

換算した平成30年３月期の連結業績予想、個別業績予想及び配当予想は以下のとおりとなります。 

・平成30年３月期の連結業績予想 １株当たり当期純利益 通期 30円64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 通期 22円32銭 

・平成30年３月期の配当予想 １株当たり配当金 通期 11円00銭 

３．決算補足説明資料は、当社ホームページにも掲載することとしています。 

 

 



※ 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 1,598,000 13.5 64,000 117.0 65,000 75.5 51,000 △25.8 111.62 
 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 

 
※当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成30年３月期の通期の
個別業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。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」をご参照ください。 
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１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況 

［セグメント別の概況］                                 （単位：百万円）

  都市ガス 電力 海外 
エネルギー 

関連 
不動産 その他 

売上高 

29年度 786,347 150,881 33,059 327,369 31,620 63,826

（構成比） (56.4%) (10.8%) (2.4%) (23.5%) (2.3%) (4.6%)

28年度 707,139 100,752 19,667 316,554 30,982 61,626

（構成比） (57.2%) (8.1%) (1.6%) (25.6%) (2.5%) (5.0%)

増減額 79,208 50,129 13,392 10,815 638 2,200

増減率 11.2% 49.8% 68.1% 3.4% 2.1% 3.6%

営業費用 

29年度 722,735 142,816 27,780 317,275 24,927 61,032

（構成比） (55.8%) (11.0%) (2.1%) (24.5%) (1.9%) (4.7%)

28年度 667,558 98,145 18,893 306,261 24,317 59,574

（構成比） (56.7%) (8.4%) (1.6%) (26.1%) (2.1%) (5.1%)

増減額 55,177 44,671 8,887 11,014 610 1,458

増減率 8.3% 45.5% 47.0% 3.6% 2.5% 2.4%

セグメント利益 

29年度 63,612 8,065 6,205 10,094 6,692 2,799

（構成比） (65.1%) (8.3%) (6.4%) (10.4%) (6.9%) (2.9%)

28年度 39,581 2,607 2,413 10,292 6,665 2,056

（構成比） (62.2%) (4.1%) (3.8%) (16.2%) (10.5%) (3.2%)

増減額 24,031 5,458 3,792 △198 27 743

増減率 60.7% 209.3% 157.2% △1.9% 0.4% 36.1%

（注）売上高には事業間の内部取引を含み、営業費用には配賦不能営業費用を含んでいません。セグメント利益

は、連結財務諸表の営業利益に持分法による投資損益を加減した金額と調整を行っています。
 
 

（平成30年３月期第３四半期連結累計期間ガス販売量）

 
当第３四半期
連結累計期間

（29.４～29.12）

前第３四半期
連結累計期間

（28.４～28.12）
増減

増減率
（％）

お客さま件数 千件 11,627 11,488 139 1.2

ガス

販売量

家庭用 百万ｍ3 2,169 2,083 86 4.1

  業務用 百万ｍ3 1,910 1,906 4 0.2

  工業用 百万ｍ3 5,430 5,471 △41 △0.7

  計 百万ｍ3 7,340 7,377 △37 △0.5

他事業者向け供給 百万ｍ3 1,424 1,626 △202 △12.4

合計 百万ｍ3 10,933 11,086 △153 △1.4

平均気温 ℃ 18.9 19.5 △0.6 －

（注）① お客さま件数は、当社の供給区域内の平成29年12月末都市ガス取り付けメーター数

② 業務用は、商業用、公用及び医療用

③ ガス販売量は45MJ（メガジュール）／ｍ3

④ 平均気温は、お客さまそれぞれの、ご使用期間（前月の検針日から当月の検針日まで）における気温

を平均したもの。

上記注記は、以後の記載においてすべて同じです。
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［平成30年３月期第３四半期連結累計期間電力販売量］

 
当第３四半期
連結累計期間

（29.４～29.12）

前第３四半期
連結累計期間

（28.４～28.12）
増減

増減率
（％）

電力

販売量

小売 百万kWh 2,912 1,311 1,601 122.1

その他 百万kWh 7,580 7,955 △375 △4.7

合計 百万kWh 10,492 9,266 1,226 13.2

 

［為替レート及び原油価格］ 

 
当第３

四半期連結
累計期間

前第３
四半期連結
累計期間

増減  
当第３

四半期連結
累計期間

前第３
四半期連結
累計期間

増減

為替レート

（円／＄）
111.69 106.65 5.04

原油価格

（＄／bbl）
53.86 44.89 8.97

 

（２）今後の見通し 

［連結ガス販売量見通し］

  29年度見通し 28年度実績 増減
増減率
（％）

ガス

販売量

家庭用 百万ｍ3 3,620 3,466 154 4.4

その他 百万ｍ3 11,889 12,254 △365 △3.0

合計 百万ｍ3 15,509 15,720 △211 △1.3

平均気温 ℃ 15.8 16.3 △0.5 －

 

［連結電力販売量見通し］

  29年度見通し 28年度実績 増減
増減率
（％）

電力販売量合計 百万kWh 14,578 12,654 1,924 15.2

 

［連結収支見通し］ 

                                                                           （単位：億円）

  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 
都市ガス 都市ガス以外 

29年度見通し 18,050 11,499 6,551 970 920 700

28年度実績 15,870 10,400 5,470 583 556 531

増   減 2,180 1,099 1,081 387 364 169

増減率(％) 13.7 10.6 19.8 66.2 65.2 31.7

（注）事業間の内部売上高は都市ガス以外の欄で調整しています。

 

［為替レート及び原油価格］ 

  29年度見通し 28年度実績 増減   29年度見通し 28年度実績 増減

為替レート

（円／＄）
112.52 108.38 4.14

原油価格

（＄／bbl）
55.40 47.51 7.89
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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３四半期連結会計期間 

(平成29年12月31日) 

資産の部    

固定資産    

有形固定資産    

製造設備 235,152 224,191 

供給設備 539,840 553,815 

業務設備 53,623 51,538 

その他の設備 416,142 408,232 

休止設備 316 316 

建設仮勘定 147,074 151,818 

有形固定資産合計 1,392,149 1,389,913 

無形固定資産    

のれん 1,600 1,336 

その他無形固定資産 77,615 84,380 

無形固定資産合計 79,215 85,717 

投資その他の資産    

投資有価証券 182,443 225,390 

長期貸付金 28,128 26,465 

退職給付に係る資産 24 16 

繰延税金資産 40,127 35,114 

その他投資 39,100 36,754 

貸倒引当金 △367 △394 

投資その他の資産合計 289,456 323,346 

固定資産合計 1,760,821 1,798,977 

流動資産    

現金及び預金 132,626 85,532 

受取手形及び売掛金 194,240 221,428 

リース債権及びリース投資資産 24,097 22,850 

有価証券 － 15 

商品及び製品 2,317 3,251 

仕掛品 12,466 24,977 

原材料及び貯蔵品 40,763 47,055 

繰延税金資産 9,050 9,049 

その他流動資産 54,259 57,336 

貸倒引当金 △374 △648 

流動資産合計 469,447 470,846 

資産合計 2,230,269 2,269,824 
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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３四半期連結会計期間 

(平成29年12月31日) 

負債の部    

固定負債    

社債 314,997 294,998 

長期借入金 326,752 356,231 

繰延税金負債 11,299 11,404 

退職給付に係る負債 73,524 68,624 

ガスホルダー修繕引当金 3,262 3,199 

保安対策引当金 4,711 3,324 

器具保証引当金 10,298 9,829 

資産除去債務 11,975 11,801 

その他固定負債 31,650 61,217 

固定負債合計 788,474 820,632 

流動負債    

1年以内に期限到来の固定負債 56,395 59,233 

支払手形及び買掛金 96,413 79,839 

短期借入金 10,333 8,751 

未払法人税等 20,000 13,971 

その他流動負債 145,843 158,604 

流動負債合計 328,987 320,400 

負債合計 1,117,461 1,141,032 

純資産の部    

株主資本    

資本金 141,844 141,844 

資本剰余金 1,883 1,898 

利益剰余金 893,436 910,036 

自己株式 △3,087 △3,625 

株主資本合計 1,034,076 1,050,154 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 27,166 35,513 

繰延ヘッジ損益 △990 △246 

為替換算調整勘定 36,399 29,397 

退職給付に係る調整累計額 4,845 649 

その他の包括利益累計額合計 67,422 65,313 

非支配株主持分 11,309 13,323 

純資産合計 1,112,807 1,128,791 

負債純資産合計 2,230,269 2,269,824 
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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：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年12月31日) 

売上高 1,086,075 1,221,491 

売上原価 714,258 828,912 

売上総利益 371,817 392,578 

供給販売費及び一般管理費    

供給販売費 296,042 279,179 

一般管理費 47,612 45,369 

供給販売費及び一般管理費合計 343,655 324,548 

営業利益 28,162 68,029 

営業外収益    

受取利息 564 842 

受取配当金 1,989 2,854 

持分法による投資利益 1,643 931 

雑収入 5,316 4,935 

営業外収益合計 9,514 9,563 

営業外費用    

支払利息 8,310 8,671 

雑支出 3,790 3,592 

営業外費用合計 12,101 12,263 

経常利益 25,574 65,329 

特別利益    

固定資産売却益 － 3,223 

投資有価証券売却益 2,918 3,049 

特別利益合計 2,918 6,272 

特別損失    

減損損失 － 2,378 

特別損失合計 － 2,378 

税金等調整前四半期純利益 28,493 69,223 

法人税等 10,592 20,246 

四半期純利益 17,900 48,976 

非支配株主に帰属する四半期純利益 459 615 

親会社株主に帰属する四半期純利益 17,441 48,360 
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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：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年12月31日) 

四半期純利益 17,900 48,976 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 6,228 8,391 

繰延ヘッジ損益 1,122 480 

為替換算調整勘定 △38,477 △6,807 

退職給付に係る調整額 12,739 △4,181 

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,534 51 

その他の包括利益合計 △23,921 △2,066 

四半期包括利益 △6,020 46,910 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,496 46,251 

非支配株主に係る四半期包括利益 476 658 
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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）

①自己株式の取得

当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取

得のための市場買付を以下のとおり実施しました。

・買付期間  平成29年５月９日から平成29年５月23日まで（約定ベース） 

・買付株式数 12,490千株

・買付総額  6,999百万円

・買付方法  東京証券取引所における指定金外信託による市場買付

 

②自己株式の消却 

当社は、平成29年６月29日に開催した取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却す

ることを決議し、以下のとおり実施しました。

・消却する株式の種類 当社普通株式

・消却する株式の数  12,490千株（消却前の発行済株式の総数に対する割合0.54％）

・消却実施日     平成29年７月19日

 

 

（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 

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等を乗じて計算しています。
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