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  （百万円未満切捨て）

１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30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 ％ 

31年３月期第３四半期 1,326,626 8.6 27,746 △59.2 26,217 △59.9 34,646 △28.4 

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 
 
（注）包括利益 31年３月期第３四半期 27,837 百万円 （△40.7％）  30年３月期第３四半期 46,910 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 

31年３月期第３四半期 76.83 － 

30年３月期第３四半期 105.83 － 

（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 ％ 

31年３月期第３四半期 2,429,882 1,130,671 46.0 

30年３月期 2,334,316 1,148,433 48.7 
 
（参考）自己資本 31年３月期第３四半期 1,118,458 百万円   30年３月期 1,136,027 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 

30年３月期 － 5.50 － 27.50 － 

31年３月期 － 27.50 －    

31年３月期（予想）       27.50 55.00 

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

２四半期以前の配当金については当該株式併合前の実際の配当金の額を記載しております。平成30年３月期の株式

併合後の基準で換算した１株当たり年間配当額は、55円となります。 

 



３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31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 2,001,000 12.6 90,000 △22.6 89,000 △20.2 87,000 16.0 193.02 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有 

 

※  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） 31年３月期３Q 451,355,759 株 30年３月期 458,073,259 株 

②  期末自己株式数 31年３月期３Q 1,405,990 株 30年３月期 1,393,435 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期３Q 450,976,104 株 30年３月期３Q 456,974,597 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、期中平均株式数を算定しております。 

 
 

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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．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31年３月期の個別業績予想 

 （平成30年４月１日～平成31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 1,781,000 11.4 50,000 △39.4 63,000 △34.3 56,000 △26.2 124.25 
 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 
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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）

  ガス 電力 海外 
エネルギー 

関連 
不動産 その他 

売上高 

30年度 947,697 191,782 40,260 249,089 33,245 72,630

（構成比） (61.8%) (12.5%) (2.6%) (16.2%) (2.2%) (4.7%)

29年度 892,366 150,881 33,059 227,751 31,620 57,990

（構成比） (64.0%) (10.8%) (2.4%) (16.3%) (2.3%) (4.2%)

増減額 55,331 40,901 7,201 21,338 1,625 14,640

増減率 6.2% 27.1% 21.8% 9.4% 5.1% 25.2% 

営業費用 

30年度 921,477 188,157 28,410 238,661 26,416 69,612

（構成比） (62.6%) (12.8%) (1.9%) (16.2%) (1.8%) (4.7%)

29年度 825,896 142,816 27,780 220,047 24,927 55,638

（構成比） (63.7%) (11.0%) (2.1%) (17.0%) (1.9%) (4.3%)

増減額 95,581 45,341 630 18,614 1,489 13,974

増減率 11.6% 31.7% 2.3% 8.5% 6.0% 25.1% 

セグメント利益 

30年度 26,219 3,624 13,496 10,427 7,241 3,019

（構成比） (40.9%) (5.7%) (21.1%) (16.3%) (11.3%) (4.7%)

29年度 66,470 8,065 6,205 7,704 6,692 2,357

（構成比） (68.1%) (8.3%) (6.4%) (7.9%) (6.9%) (2.4%)

増減額 △40,251 △4,441 7,291 2,723 549 662

増減率 △60.6% △55.1% 117.5% 35.4% 8.2% 28.1% 

（注）① 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。

② 平成29年10月５日に発表した「東京ガスグループ2018-20年度経営計画GPS2020」に基づいて当連結会計

年度からの事業区分の見直しを行ったため、第１四半期連結会計期間より報告セグメントを変更していま

す。

 セグメント名称を「都市ガス」から「ガス」に変更し、「エネルギー関連」セグメントに含まれていた

リキッドガス事業（液化石油ガス、産業ガス）、LNG販売等を「ガス」セグメントに、「その他」セグメ

ントに含まれていたクレジットを「エネルギー関連」セグメントに、それぞれ移管しました。

 なお、前第３四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。 

 

（平成31年３月期第３四半期連結累計期間都市ガス販売量） 

 
当第３四半期
連結累計期間

（30.４～30.12）

前第３四半期
連結累計期間

（29.４～29.12）
増減

増減率
（％）

小売お客さま件数 千件 9,982 10,296 △314 △3.0

取付メーター数 千件 11,770 11,627 143 1.2 

都市ガス

販売量

家庭用 百万ｍ3 1,934 2,169 △235 △10.8

  業務用 百万ｍ3 1,848 1,910 △62 △3.2

  工業用 百万ｍ3 5,432 5,430 2 0.0

      計 百万ｍ3 7,280 7,340 △60 △0.8

他事業者向け供給 百万ｍ3 1,423 1,424 △1 △0.1

合計 百万ｍ3 10,637 10,933 △296 △2.7

平均気温 ℃ 20.3 18.9 1.4 －

（注）① 小売お客さま件数は、ガス小売事業者としてのガス料金請求対象件数

② 取付メーター数は、休止中・閉栓中・他社小売分を含む導管事業者としてのメーター取付数

③ 業務用は、商業用、公用及び医療用 
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④ 都市ガス販売量は45MJ（メガジュール）／ｍ3

⑤ 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。 

 

［平成31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

（30.４～30.12）

前第３四半期
連結累計期間

（29.４～29.12）
増減

増減率
（％）

電力

販売量

小売 百万kWh 4,295 2,912 1,383 47.5

卸他 百万kWh 6,703 7,580 △877 △11.6

合計 百万kWh 10,998 10,492 506 4.8

 

［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／＄）
111.14 111.69 △0.55

原油価格

（＄／bbl）
75.05 53.88 21.17

 

（２）今後の見通し 

［連結都市ガス販売量見通し］

  30年度見通し 29年度実績 増減
増減率
（％）

都市ガス

販売量

家庭用 百万ｍ3 3,290 3,570 △280 △7.9%

その他 百万ｍ3 11,928 11,998 △70 △0.6%

合計 百万ｍ3 15,217 15,568 △351 △2.3%

平均気温 ℃ 16.8 15.7 1.1 －

 

［連結電力販売量見通し］

  30年度見通し 29年度実績 増減
増減率
（％）

電力販売量合計 百万kWh 15,807 14,656 1,151 7.9

 

［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 
ガス ガス以外 

30年度見通し 20,010 14,242 5,768 900 890 870

29年度実績 17,773 13,048 4,725 1,163 1,115 749

増   減 2,237 1,194 1,043 △263 △225 121

増減率(％) 12.6 9.1 22.1 △22.6 △20.2 16.0

（注）事業間の内部売上高は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］ 

  30年度見通し 29年度実績 増減   30年度見通し 29年度実績 増減

為替レート

（円／＄）
110.86 110.85 0.01

原油価格

（＄／bbl）
72.54 57.03 15.51

 

- 3 -

東京瓦斯㈱（9531）平成31年３月期　第３四半期決算短信



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30年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成30年12月31日) 

資産の部    

固定資産    

有形固定資産    

製造設備 236,334 235,421 

供給設備 560,216 543,859 

業務設備 52,244 49,111 

その他の設備 406,221 407,806 

休止設備 316 316 

建設仮勘定 157,913 173,283 

有形固定資産合計 1,413,246 1,409,798 

無形固定資産    

のれん 1,254 962 

その他無形固定資産 92,167 108,014 

無形固定資産合計 93,422 108,976 

投資その他の資産    

投資有価証券 239,379 220,618 

長期貸付金 27,929 34,135 

退職給付に係る資産 17 23 

繰延税金資産 40,856 43,738 

その他投資 36,693 48,163 

貸倒引当金 △378 △339 

投資その他の資産合計 344,497 346,340 

固定資産合計 1,851,165 1,865,116 

流動資産    

現金及び預金 128,331 104,596 

受取手形及び売掛金 216,234 251,376 

リース債権及びリース投資資産 22,188 19,842 

有価証券 15 － 

商品及び製品 2,494 2,878 

仕掛品 12,417 25,471 

原材料及び貯蔵品 45,454 70,793 

その他流動資産 56,897 90,724 

貸倒引当金 △884 △916 

流動資産合計 483,150 564,766 

資産合計 2,334,316 2,429,882 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成30年12月31日) 

負債の部    

固定負債    

社債 294,998 334,998 

長期借入金 358,680 399,201 

繰延税金負債 10,898 10,734 

退職給付に係る負債 73,161 69,889 

ガスホルダー修繕引当金 3,107 3,115 

保安対策引当金 3,115 2,080 

器具保証引当金 9,984 9,809 

ポイント引当金 835 1,245 

資産除去債務 13,200 13,363 

その他固定負債 61,572 62,556 

固定負債合計 829,554 906,993 

流動負債    

1年以内に期限到来の固定負債 58,094 51,536 

支払手形及び買掛金 80,819 75,862 

短期借入金 7,800 6,683 

未払法人税等 30,237 23,124 

その他流動負債 179,376 235,010 

流動負債合計 356,328 392,217 

負債合計 1,185,882 1,299,211 

純資産の部    

株主資本    

資本金 141,844 141,844 

資本剰余金 1,898 1,901 

利益剰余金 936,635 926,640 

自己株式 △3,642 △4,097 

株主資本合計 1,076,736 1,066,289 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 30,282 21,220 

繰延ヘッジ損益 △251 713 

為替換算調整勘定 33,206 31,713 

退職給付に係る調整累計額 △3,945 △1,478 

その他の包括利益累計額合計 59,291 52,169 

非支配株主持分 12,405 12,212 

純資産合計 1,148,433 1,130,671 

負債純資産合計 2,334,316 2,429,882 
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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29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

売上高 1,221,491 1,326,626 

売上原価 828,912 963,793 

売上総利益 392,578 362,833 

供給販売費及び一般管理費    

供給販売費 279,179 285,766 

一般管理費 45,369 49,320 

供給販売費及び一般管理費合計 324,548 335,086 

営業利益 68,029 27,746 

営業外収益    

受取利息 842 1,139 

受取配当金 2,854 2,578 

持分法による投資利益 931 2,060 

雑収入 4,935 4,717 

営業外収益合計 9,563 10,496 

営業外費用    

支払利息 8,671 8,103 

雑支出 3,592 3,921 

営業外費用合計 12,263 12,025 

経常利益 65,329 26,217 

特別利益    

固定資産売却益 3,223 29,193 

投資有価証券売却益 3,049 6,262 

特別利益合計 6,272 35,456 

特別損失    

減損損失 2,378 － 

投資有価証券評価損 － 6,567 

特別損失合計 2,378 6,567 

税金等調整前四半期純利益 69,223 55,106 

法人税等 20,246 20,139 

四半期純利益 48,976 34,967 

非支配株主に帰属する四半期純利益 615 320 

親会社株主に帰属する四半期純利益 48,360 34,646 
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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29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

四半期純利益 48,976 34,967 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 8,391 △9,081 

繰延ヘッジ損益 480 646 

為替換算調整勘定 △6,807 △1,597 

退職給付に係る調整額 △4,181 2,471 

持分法適用会社に対する持分相当額 51 432 

その他の包括利益合計 △2,066 △7,129 

四半期包括利益 46,910 27,837 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 46,251 27,524 

非支配株主に係る四半期包括利益 658 312 
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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。

 

 

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。

また、平成30年３月期の連結財政状態及び連結貸借対照表についても、当該会計基準等を遡って適用してお

り、その結果、平成30年３月期の総資産及び負債合計は405百万円減少しました。なお、自己資本比率の数値に

は影響ありません。

 

 

（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30年５月８日から平成30年６月15日まで（約定ベース）

・買付株式数 6,717,500株

・買付総額  19,999百万円

・買付方法  東京証券取引所における市場買付

 

②自己株式の消却

当社は、平成30年６月28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  6,717,500株（消却前の発行済株式の総数に対する割合1.47％）

・消却実施日     平成30年７月18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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