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(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 118,161 △6.5 5,086 10.4 5,456 5.0 4,289 8.5

2020年３月期 126,375 4.3 4,606 13.4 5,194 23.0 3,954 12.9
(注) 包括利益 2021年３月期 4,696百万円( 8.5％) 2020年３月期 4,330百万円( 43.8％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年３月期 243.59 242.93 8.5 3.6 4.3

2020年３月期 224.58 224.07 8.5 3.5 3.6
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 89百万円 2020年３月期 68百万円
　

　

（２）連結財政状態

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

2021年３月期 151,223 54,234 34.5 2,961.32

2020年３月期 150,345 50,411 32.2 2,747.48
(参考) 自己資本 2021年３月期 52,146百万円 2020年３月期 48,378百万円

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年３月期 22,399 △10,249 △7,545 6,141

2020年３月期 15,405 △15,213 △353 1,537
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00 880 22.3 1.9
2021年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00 880 20.5 1.8
2022年３月期(予想) － 25.00 － 25.00 50.00 －

　

　　



３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 119,000 0.7 6,000 18.0 6,200 13.6 4,400 2.6 249.87

※ 注記事項

（１）期中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）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
　

　

（３）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) 2021年３月期 17,737,806株 2020年３月期 17,737,806株

② 期末自己株式数 2021年３月期 128,449株 2020年３月期 129,514株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 17,608,745株 2020年３月期 17,608,762株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 99,933 △7.9 3,456 16.3 3,761 14.6 3,112 27.3

2020年３月期 108,535 3.7 2,972 1.3 3,283 13.6 2,444 △18.0
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期 176.78 176.30

2020年３月期 138.82 138.50
　

　

（２）個別財政状態

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

2021年３月期 134,816 41,995 31.1 2,382.34
2020年３月期 134,797 39,392 29.2 2,235.00

(参考) 自己資本 2021年３月期 41,951百万円 2020年３月期 39,354百万円
　

　　

　　



２．2022年３月期の個別業績予想（2021年４月１日～2022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 100,000 0.1 5,000 44.6 5,000 32.9 3,600 15.6 204.44
　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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４ページ「１．経
営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
２．決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしています。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

（当期の経営成績）

当連結会計年度における北海道経済は、新型コロナウイルス感染症流行の影響により社会活動が停滞する等、大き

な影響を受け、引き続き厳しい状況が続いております。また、エネルギーの自由化以降、電力事業の新規参入の動き

が活発化しておりますが、ガス事業につきましても、昨年より当社のガス供給区域内において、ガス事業の新規参入

者との競争が始まる等、当社グループを取り巻く事業環境は一層厳しさを増しております。

このような状況のもと、当社グループは、ガスの販売拡大を中心とした積極的な営業活動や保安の強化に取り組む

とともに、自社電源である「北ガス石狩発電所」及び「北ガス札幌発電所」の安定稼働や、当社独自のエネルギーマ

ネジメントシステム「ＥＭＩＮＥＬ（エミネル）」のサービスの普及拡大、北海道内の自治体との連携によるエネル

ギー地産地消の拡大等、「総合エネルギーサービス事業」の本格展開に向けた取り組みを着実に進めてまいりまし

た。

連結売上高につきましては、都市ガス販売量は増加したものの、原料費調整制度による販売単価の低下等により、

前連結会計年度に比べ6.5％減の118,161百万円となりました。

また、営業利益は、売上高の減少等があったものの、経費全般の効率化による縮減効果等により、同10.4％増の

5,086百万円となりました。経常利益は、前連結会計年度で計上していた連結子会社における修繕引当金の戻入益316

百万円の剥落等により、同5.0％増の5,456百万円となりました。これらに加え、都市計画に伴う道路用地の売却等に

よる特別利益及び法人税等を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、同8.5％増の4,289百万円となりま

した。

なお、当社グループの連結業績は、冬季から春先にかけてガス及びＬＰＧ販売等エネルギー関連の需要が大きく、

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。

セグメント別の業績は次のとおりです。

< セグメント別の概況 >

① ガス

当連結会計年度末の取付メーター件数は、積極的に天然ガスの普及拡大を図った結果、エコジョーズの累計４万台

の達成等、家庭用中心に新設件数が撤去件数を上回ったことで、前連結会計年度末に比べ1.1％増加し、同6,145件増

の589,964件となりました。なお、小売お客さま件数につきましては、同1,681件増の500,020件となりました。

都市ガス販売量は、新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、家庭用につきましては、外出自粛による在宅時

間の増加等に加え、気温影響等により、同8.9％増の219百万㎥となりました。業務用につきましては営業自粛や観光

客の減少等から飲食店、ホテル等における販売量が減少したことにより、同4.8％減の364百万㎥となりました。以上

の結果、他のガス事業者向け卸供給を含めました総販売量は同0.4％増の597百万㎥となりました。

ガス全体の売上高は、都市ガス・ＬＮＧ販売ともに販売量が増加したものの、原料費調整制度による販売単価の低

下等により、同10.7％減の61,009百万円となりました。

セグメント利益は、売上高が減少したものの、経費全般の効率化による縮減効果等により、同11.7％増の4,303百万

円となりました。

② 電力

当連結会計年度末のお客さま件数は、新型コロナウイルス感染症流行の影響により対面の営業活動が制約されるな

か、Webキャンペーンや道内ガス事業者のお客さまへの付帯割引拡大等により、前連結会計年度末に比べ13.0％増加

し、22,281件増の193,633件となりました。また、電力販売量は、低圧及び卸売が増加したものの、高圧の販売量が減

少したことにより、同3.2％減の935,146千kWhとなりました。

売上高は、販売量の減少に加え、燃料費調整制度による販売単価の低下等により、前連結会計年度に比べ3.4％減の

26,825百万円となりました。

セグメント利益は、市場価格高騰の折に自社発電所の稼働を高めるなど、発電所の効率的な運転等による調達原価

の低減に努めたこと等により、同16.1％増の1,404百万円となりました。
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③ エネルギー関連

売上高は、新型コロナウイルス感染症流行の影響による販売量減少と、燃料費調整制度による販売単価の低下等に

より熱供給事業が減収となったことに加え、ガス工事の減収等により、前連結会計年度に比べ3.8％減の31,517百万円

となりました。

セグメント利益は、同5.7％減の1,601百万円となりました。

④ その他

売上高は、自動車販売の増収等により、前連結会計年度に比べ6.0％増の2,358百万円となりましたが、ＩＴサービ

ス事業の減益等により、セグメント利益は同26.5％減の205百万円となりました。

(注) １ 本書面では、ガス量はすべて１㎥当り45メガジュール(10,750キロカロリー)で表示しております。

２ 消費税については税抜方式を採用しております。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産につきましては、減価償却費が新規投資額を上回ったこと等により固定資産は減少となり

ましたが、現預金の増加に伴い流動資産が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ878百万円増加し、151,223

百万円となりました。負債は、有利子負債の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,944百万円減少し、96,988百万円

となりました。純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ3,822百万円増加し、54,234百万円とな

りました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産の減少等に

より、前連結会計年度に比べ6,993百万円増加し、22,399百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フロ

ーは有形固定資産の取得による支出の減少等により、同4,964百万円支出額が減少し、10,249百万円の支出となりまし

た。これらを合計した当期のフリー・キャッシュ・フローは12,149百万円のプラスとなりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済等により、7,545百万円の支出となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

自己資本比率 30.1 32.2 34.5

時価ベースの自己資本比率 17.0 18.1 18.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 6.4 5.2 3.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 33.1 45.8 67.6

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としていま

す。
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（４）今後の見通し

　

　新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、消費活動の停滞等から大型施設の稼働減や飲食店の時短営業等が続く

一方で、外出自粛による在宅時間の増加など、2021年度もガス・電力の販売量への影響は続くものと想定されます。

　その中で、当社グループは、引き続き総合エネルギーサービス事業の展開に向けて、北海道全域での天然ガスの普及

拡大を図りつつ、積極的にお客さまの獲得に努めてまいります。ガスの販売量は、お客さま件数の増加などにより平年

並みの気温と想定した上で、3.8％増の6.2億ｍ3、また、電力のお客さま件数は21.5万件を見込んでおります。

　売上高につきましては、0.7％増の119,000百万円、経常利益は6,200百万円となる見通しです。ただし、業績予想の算

定における前提条件について、差異が生じた場合等には、実績が予想値から大きく乖離する可能性があります。今後の

業績動向を踏まえ、業績予想の修正が必要となる場合には、速やかに開示いたします。

　なお、現時点における業績予想の前提となる経済フレームは、原油価格、為替レートを下記の通り想定しておりま

す。

（単位：百万円）

項 目 次期 当期 増減
増減率

（％）

売上高 119,000 118,161 838 0.7

営業利益 6,000 5,086 913 18.0

経常利益 6,200 5,456 743 13.6

親会社株主に帰属する

当期純利益
4,400 4,289 110 2.6

前提条件

項目 単位
2021年度

＜計画＞

原油価格 $/bbl 60.00

為替レート 円/$ 110.00

　



北海道瓦斯株式会社(9534) 2021年３月期 決算短信

5

（５）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社グループは、総合エネルギーサービス事業の展開および安全高度化への取組みを前提に、一体となって営業力を

強化し、収益の拡大を図るとともに、業務効率化とコストダウンを進めながらフリー・キャッシュ・フローの獲得に努

め、企業価値の向上を図ってまいります。

剰余金の配当等につきましては、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本方針といたします。年間配当につきまし

ては、１株につき30円の配当額水準を確保し、連結配当性向につきましては、短期的な利益変動要因を除き、30％を下

回らないことを当面の基準といたしますが、企業体質及び競争力の強化ならびに事業展開に必要な設備投資、有利子負

債の圧縮等のための内部留保を併せまして、株主のみなさまへの適切な利益還元に努めてまいります。

このような方針のもと、当事業年度の剰余金の配当につきましては、昨年10月30日開催の取締役会決議に基づき１株

につき金25円の中間配当を実施するとともに、期末配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業展開等を総

合的に勘案し、本年５月28日開催予定の取締役会において１株につき金25円と決定させていただきます。これにより、

当事業年度における剰余金の年間配当につきましては、中間配当を含め１株につき金50円となります。

　なお、当社は中間と期末の年２回配当を行うこととし、取締役会の決議によって、中間配当は毎年９月30日、期末配

当は毎年３月31日を基準日として配当を行う旨を定款に定めております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの事業基盤は日本国内であることから、会計基準は日本基準を適用しております。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 23,150,549 21,559,423

供給設備 39,358,693 39,438,381

業務設備 12,216,640 11,696,313

その他の設備 34,691,555 35,753,733

建設仮勘定 3,036,181 1,909,730

有形固定資産合計 112,453,619 110,357,582

無形固定資産

その他 2,559,058 2,093,478

無形固定資産合計 2,559,058 2,093,478

投資その他の資産

投資有価証券 5,501,451 6,002,963

退職給付に係る資産 1,003,973 929,492

繰延税金資産 1,905,599 1,777,667

その他 3,564,470 3,492,831

貸倒引当金 △23,340 △16,047

投資その他の資産合計 11,952,155 12,186,907

固定資産合計 126,964,833 124,637,968

流動資産

現金及び預金 1,537,027 6,141,036

受取手形及び売掛金 12,920,032 12,554,850

商品及び製品 290,553 327,143

原材料及び貯蔵品 5,310,552 3,709,688

その他 3,375,384 3,902,845

貸倒引当金 △53,199 △50,157

流動資産合計 23,380,350 26,585,408

資産合計 150,345,184 151,223,376
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

固定負債

社債 44,000,000 44,000,000

長期借入金 27,910,146 24,001,172

再評価に係る繰延税金負債 554,429 554,429

退職給付に係る負債 4,369,358 4,533,683

ガスホルダー修繕引当金 112,822 87,262

保安対策引当金 673,245 699,192

器具保証引当金 355,151 392,421

熱供給事業設備修繕引当金 213,984 239,008

リース債務 1,430,976 1,497,213

その他 574,300 689,008

固定負債合計 80,194,413 76,693,391

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 4,443,853 4,165,120

支払手形及び買掛金 2,835,428 3,576,003

コマーシャル・ペーパー 1,000,000 －

その他 11,459,624 12,554,120

流動負債合計 19,738,906 20,295,244

負債合計 99,933,320 96,988,636

純資産の部

株主資本

資本金 7,515,830 7,515,830

資本剰余金 5,256,582 5,256,569

利益剰余金 33,980,192 37,366,855

自己株式 △173,136 △172,076

株主資本合計 46,579,468 49,967,179

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,727,922 2,090,924

土地再評価差額金 229,749 251,249

退職給付に係る調整累計額 △158,779 △162,368

その他の包括利益累計額合計 1,798,892 2,179,805

新株予約権 38,147 44,419

非支配株主持分 1,995,353 2,043,336

純資産合計 50,411,863 54,234,740

負債純資産合計 150,345,184 151,223,376
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 126,375,477 118,161,853

売上原価 92,241,753 83,872,280

売上総利益 34,133,724 34,289,572

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 25,630,243 25,407,019

一般管理費 3,897,203 3,796,425

供給販売費及び一般管理費合計 29,527,447 29,203,445

営業利益 4,606,277 5,086,127

営業外収益

受取利息 18,638 16,693

受取配当金 227,639 262,709

修繕引当金戻入益 316,518 －

持分法による投資利益 68,763 89,977

受取賃貸料 250,641 274,354

その他 471,251 289,762

営業外収益合計 1,353,454 933,497

営業外費用

支払利息 344,872 329,813

投資有価証券評価損 － 60,311

支払補償費 87,738 －

出向社員費用 163,056 99,877

その他 169,347 72,935

営業外費用合計 765,014 562,938

経常利益 5,194,716 5,456,687

特別利益

収用補償金 － 540,281

特別利益合計 － 540,281

税金等調整前当期純利益 5,194,716 5,996,968

法人税、住民税及び事業税 1,457,408 1,656,606

法人税等調整額 △279,304 3,071

法人税等合計 1,178,104 1,659,678

当期純利益 4,016,612 4,337,290

非支配株主に帰属する当期純利益 62,029 47,982

親会社株主に帰属する当期純利益 3,954,582 4,289,308
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 4,016,612 4,337,290

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 275,392 364,558

退職給付に係る調整額 38,931 △3,588

持分法適用会社に対する持分相当額 △391 △1,556

その他の包括利益合計 313,933 359,412

包括利益 4,330,545 4,696,703

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,268,515 4,648,721

非支配株主に係る包括利益 62,029 47,982
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,515,830 5,256,569 30,419,602 △171,865 43,020,137

当期変動額

剰余金の配当 △836,426 △836,426

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,954,582 3,954,582

自己株式の取得 △1,332 △1,332

自己株式の処分 12 61 73

土地再評価差額金の

取崩
442,433 442,433

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － 12 3,560,589 △1,271 3,559,330

当期末残高 7,515,830 5,256,582 33,980,192 △173,136 46,579,468

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,452,921 672,182 △197,710 1,927,392 29,428 1,933,324 46,910,282

当期変動額

剰余金の配当 △836,426

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,954,582

自己株式の取得 △1,332

自己株式の処分 73

土地再評価差額金の

取崩
442,433

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

275,001 △442,433 38,931 △128,499 8,719 62,029 △57,750

当期変動額合計 275,001 △442,433 38,931 △128,499 8,719 62,029 3,501,580

当期末残高 1,727,922 229,749 △158,779 1,798,892 38,147 1,995,353 50,411,863
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　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,515,830 5,256,582 33,980,192 △173,136 46,579,468

当期変動額

剰余金の配当 △880,446 △880,446

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,289,308 4,289,308

自己株式の取得 △2,538 △2,538

自己株式の処分 △12 △698 3,598 2,887

土地再評価差額金の

取崩
△21,500 △21,500

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － △12 3,386,663 1,060 3,387,710

当期末残高 7,515,830 5,256,569 37,366,855 △172,076 49,967,179

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,727,922 229,749 △158,779 1,798,892 38,147 1,995,353 50,411,863

当期変動額

剰余金の配当 △880,446

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,289,308

自己株式の取得 △2,538

自己株式の処分 2,887

土地再評価差額金の

取崩
△21,500

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

363,001 21,500 △3,588 380,912 6,271 47,982 435,166

当期変動額合計 363,001 21,500 △3,588 380,912 6,271 47,982 3,822,876

当期末残高 2,090,924 251,249 △162,368 2,179,805 44,419 2,043,336 54,234,740
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 5,194,716 5,996,968

減価償却費 13,058,788 13,642,123

投資有価証券評価損益（△は益） － 60,311

有形固定資産売却損益（△は益） △7,849 △10,740

保安対策引当金の増減額（△は減少） 49,020 25,947

器具保証引当金の増減額（△は減少） 355,151 37,270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 126,457 148,183

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,431 △10,335

受取利息及び受取配当金 △246,278 △279,402

支払利息 344,872 329,813

売上債権の増減額（△は増加） 597,612 313,826

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,962,950 1,584,529

仕入債務の増減額（△は減少） △527,991 986,231

未払消費税等の増減額（△は減少） 730,570 1,292,701

その他 △258,340 △325,452

小計 17,456,208 23,791,974

利息及び配当金の受取額 248,723 281,960

利息の支払額 △336,341 △331,151

法人税等の支払額 △1,975,733 △1,351,681

法人税等の還付額 12,946 8,117

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,405,803 22,399,219

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 △15,433,787 △10,240,046

有形固定資産の売却及び収用等による収入 1,614,126 645,476

無形固定資産の取得による支出 △769,191 △497,144

資産除去債務の履行による支出 △275,610 －

長期前払費用の取得による支出 △583,426 △353,035

関係会社株式の取得による支出 △1,580 △12,800

その他 235,749 208,207

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,213,721 △10,249,342

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） 795,015 △1,116,017

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

△7,200,000 △1,000,000

長期借入れによる収入 6,050,000 －

長期借入金の返済による支出 △7,860,718 △4,213,810

社債の発行による収入 11,937,508 －

社債の償還による支出 △3,000,000 －

配当金の支払額 △839,307 △883,227

その他 △235,546 △332,812

財務活動によるキャッシュ・フロー △353,048 △7,545,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △160,965 4,604,009

現金及び現金同等物の期首残高 1,697,992 1,537,027

現金及び現金同等物の期末残高 1,537,027 6,141,036
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（５）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。

(セグメント情報等)

１ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、総合エネルギーサービス事業として、分散型エネルギーとエネルギーマネジメントによるコ

ンパクトで効率的なエネルギー社会の実現を目指し、ガス・電気、熱などのエネルギーを組み合わせた新たなエ

ネルギーモデルを北海道全域に展開していきます。

このような事業展開のもと、事業の中心である天然ガスを基軸としたエネルギー事業を「ガス」、北海道全域

に向けた展開の重要な事業である「電力」、ＬＰＧや熱供給、その他のエネルギー供給、工事及び器具を含めた

「エネルギー関連」の３つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントの主な製品・サービスは以下のとおりです。

「ガス」・・・・・・・・・・都市ガス、LNG販売

「電力」・・・・・・・・・・電力

「エネルギー関連」・・・・・液化石油ガス、熱供給、石油製品、ガス工事、ガス器具、エネルギーサービ

ス等

　

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、最近の有価証券報告書（2020年６月25日提出）における

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢

価額に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務
諸表計上額
(注)３ガス 電力

エネルギー
関連

計

売上高

外部顧客への
売上高

66,021,792 27,659,350 31,258,656 124,939,799 1,435,678 126,375,477 － 126,375,477

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

2,326,486 101,986 1,506,508 3,934,981 789,333 4,724,315 △4,724,315 －

計 68,348,279 27,761,336 32,765,164 128,874,780 2,225,012 131,099,793 △4,724,315 126,375,477

セグメント利益 3,853,577 1,209,829 1,697,278 6,760,686 279,144 7,039,830 △2,433,553 4,606,277

セグメント資産 96,218,630 18,880,459 33,861,099 148,960,189 909,789 149,869,979 475,205 150,345,184

その他の項目

減価償却費

(注)４
9,716,396 1,127,294 2,144,610 12,988,301 23,523 13,011,824 46,963 13,058,788

有形固定資産
及び無形固定
資産の増加額

(注)５

11,125,645 1,001,213 3,566,247 15,693,106 13,554 15,706,660 157,811 15,864,472

(注) １「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、ITソリューション、不動産、及

び保険代理業等を含んでおります。

２ (1) セグメント利益の調整額△2,433,553千円には、セグメント間取引消去145,955千円、持分法による投資

損益△68,763千円、及び各報告セグメントに配分していない全社費用△2,510,745千円が含まれておりま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額475,205千円には、全社資産8,147,322千円が含まれており、その主なものは提

出会社の長期投資資金、及び管理部門に係る資産等であります。

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４ 減価償却費には、長期前払費用の償却額を含んでおり、調整額は主に各報告セグメントに配分していない全

社資産の償却費等であります。

５ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用を含んでおり、調整額は主に各報告セグメント

に配分していない全社資産等であります。
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当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務
諸表計上額
(注)３ガス 電力

エネルギー
関連

計

売上高

外部顧客への
売上高

59,545,106 26,726,765 30,211,959 116,483,831 1,678,021 118,161,853 － 118,161,853

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,464,577 98,279 1,305,706 2,868,563 680,621 3,549,185 △3,549,185 －

計 61,009,684 26,825,045 31,517,666 119,352,395 2,358,643 121,711,039 △3,549,185 118,161,853

セグメント利益 4,303,316 1,404,974 1,601,289 7,309,581 205,083 7,514,664 △2,428,537 5,086,127

セグメント資産 90,649,421 19,651,352 34,311,265 144,612,039 853,848 145,465,888 5,757,488 151,223,376

その他の項目

減価償却費

(注)４
9,976,590 1,257,547 2,282,372 13,516,510 21,903 13,538,413 103,709 13,642,123

有形固定資産
及び無形固定
資産の増加額

(注)５

7,765,725 2,064,021 1,564,979 11,394,726 11,993 11,406,719 73,996 11,480,716

(注) １「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、ITソリューション、不動産、及

び保険代理業等を含んでおります。

２ (1) セグメント利益の調整額△2,428,537千円には、セグメント間取引消去153,641千円、持分法による投資

損益△89,977千円、及び各報告セグメントに配分していない全社費用△2,492,201千円が含まれておりま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額5,757,488千円には、全社資産13,052,521千円が含まれており、その主なものは

提出会社の長期投資資金、及び管理部門に係る資産等であります。

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４ 減価償却費には、長期前払費用の償却額を含んでおり、調整額は主に各報告セグメントに配分していない全

社資産の償却費等であります。

５ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用を含んでおり、調整額は主に各報告セグメント

に配分していない全社資産等であります。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略して

おります。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略して

おります。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

　該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

　該当事項はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

重要性がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

「ガス」セグメントにおいて、第４四半期連結会計期間に室蘭ガス株式会社の株式を追加取得したことにより、

負ののれん発生益8,868千円を連結損益計算書上「持分法による投資利益」に含めて計上しております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 2,747.48円 2,961.32円

１株当たり当期純利益金額 224.58円 243.59円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

224.07円 242.93円

（注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 3,954,582 4,289,308

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益(千円)

3,954,582 4,289,308

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,608 17,608

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － －

(うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) (－) (－)

普通株式増加数(千株) 39 47

(うち転換社債型新株予約権付社債(千株)) (－) (－)

(うち新株予約権(千株)) (39) (47)

２. １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

前連結会計年度末
(2020年３月31日)

当連結会計年度末
(2021年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 50,411,863 54,234,740

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 2,033,501 2,087,755

（うち新株予約権(千円)） (38,147) (44,419)

（うち非支配株主持分(千円)） (1,995,353) (2,043,336)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 48,378,361 52,146,985

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数(千株)
17,608 17,609

(重要な後発事象)

　 該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 18,626,730 17,976,839

供給設備 40,840,455 40,894,886

業務設備 11,786,651 11,284,394

附帯事業設備 15,258,058 15,953,859

建設仮勘定 2,030,947 1,753,797

有形固定資産合計 88,542,842 87,863,778

無形固定資産

ソフトウエア 2,203,913 1,533,883

その他無形固定資産 133,603 325,051

無形固定資産合計 2,337,517 1,858,934

投資その他の資産

投資有価証券 4,722,042 5,126,670

関係会社投資 5,801,530 5,791,530

関係会社長期貸付金 5,626,800 4,526,880

長期前払費用 674,424 661,501

前払年金費用 1,085,376 999,730

繰延税金資産 916,875 824,425

その他投資 616,120 612,211

貸倒引当金 △11,584 △8,173

投資その他の資産合計 19,431,586 18,534,776

固定資産合計 110,311,946 108,257,489

流動資産

現金及び預金 69,518 4,728,450

受取手形 290,465 308,363

売掛金 9,370,653 8,707,132

関係会社売掛金 1,286,755 1,386,203

未収入金 880,014 1,170,221

製品 21,729 15,453

原料 4,831,909 3,124,771

貯蔵品 395,850 490,418

前払費用 261,178 341,050

関係会社短期貸付金 5,456,853 4,472,534

関係会社短期債権 43,173 62,555

その他流動資産 1,621,340 1,790,823

貸倒引当金 △43,842 △39,455

流動資産合計 24,485,600 26,558,522

資産合計 134,797,547 134,816,011
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

固定負債

社債 44,000,000 44,000,000

長期借入金 27,288,824 23,545,006

再評価に係る繰延税金負債 554,429 554,429

退職給付引当金 3,016,540 3,190,580

ガスホルダー修繕引当金 112,822 87,262

保安対策引当金 673,245 699,192

器具保証引当金 355,151 392,421

その他固定負債 349,854 339,000

固定負債合計 76,350,868 72,807,892

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 3,991,293 3,750,982

買掛金 1,607,947 1,812,882

短期借入金 1,116,017 －

未払金 2,101,422 3,228,890

未払費用 2,961,268 2,976,767

未払法人税等 853,091 1,074,578

前受金 602,749 698,044

預り金 57,088 55,144

関係会社短期借入金 3,129,091 3,921,161

関係会社短期債務 1,013,506 1,100,672

工事損失引当金 80,326 75,320

固定資産撤去損失引当金 11,570 88,381

コマーシャル・ペーパー 1,000,000 －

その他流動負債 528,681 1,229,425

流動負債合計 19,054,054 20,012,252

負債合計 95,404,922 92,820,145

純資産の部

株主資本

資本金 7,515,830 7,515,830

資本剰余金

資本準備金 5,275,595 5,275,595

その他資本剰余金 12 －

資本剰余金合計 5,275,608 5,275,595

利益剰余金

利益準備金 775,775 775,775

その他利益剰余金

別途積立金 13,600,000 13,600,000

繰越利益剰余金 10,405,558 12,615,762

利益剰余金合計 24,781,333 26,991,537

自己株式 △173,136 △172,076

株主資本合計 37,399,635 39,610,886

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,725,092 2,089,310

土地再評価差額金 229,749 251,249

評価・換算差額等合計 1,954,841 2,340,560

新株予約権 38,147 44,419

純資産合計 39,392,625 41,995,866

負債純資産合計 134,797,547 134,816,011
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

ガス事業売上高

ガス売上 57,608,792 50,873,978

事業者間精算収益 109,758 116,944

ガス事業売上高合計 57,718,550 50,990,922

売上原価

期首たな卸高 29,327 21,729

当期製品製造原価 34,522,157 27,863,171

当期製品自家使用高 1,259,409 1,527,869

期末たな卸高 21,729 15,453

売上原価合計 33,270,346 26,341,578

売上総利益 24,448,204 24,649,344

供給販売費 21,382,314 21,193,344

一般管理費 2,521,932 2,501,757

事業利益 543,957 954,241

営業雑収益

受注工事収益 3,428,530 3,197,428

その他営業雑収益 8,658,140 8,498,689

営業雑収益合計 12,086,671 11,696,117

営業雑費用

受注工事費用 3,282,019 3,044,383

その他営業雑費用 8,121,602 7,953,616

営業雑費用合計 11,403,621 10,998,000

附帯事業収益 38,730,111 37,246,725

附帯事業費用 36,985,060 35,442,167

営業利益 2,972,057 3,456,917

営業外収益

受取利息 76,259 62,463

受取配当金 239,352 274,530

受取賃貸料 270,602 309,933

雑収入 410,140 260,708

営業外収益合計 996,355 907,635

営業外費用

支払利息 177,702 145,933

社債利息 159,666 183,005

投資有価証券評価損 － 60,311

社債発行費償却 62,491 －

出向社員費用 240,161 183,118

雑支出 44,816 30,254

営業外費用合計 684,838 602,624

経常利益 3,283,574 3,761,928

特別利益

収用補償金 － 540,281

特別利益合計 － 540,281

税引前当期純利益 3,283,574 4,302,209

法人税等 1,029,394 1,227,711

法人税等調整額 △190,251 △38,350

法人税等合計 839,143 1,189,360

当期純利益 2,444,431 3,112,849
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５．その他

（１）役員の異動

以下の通りであります。

１．新任監査役候補（６月25日開催予定の株主総会決議後）

氏名 現

綿 貫 泰 之 北海道旅客鉄道株式会社 取締役副社長

２．退任予定監査役（６月25日開催予定の株主総会終了時）

氏名 総会時の職名

小 山 俊 幸 監 査 役（社外）
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新取締役・監査役体制（2021年６月25日付予定）

代表取締役社長 大 槻 博

取 締 役 土 谷 浩 昭

取 締 役 末 長 守 人

取 締 役 井 澤 文 俊

取 締 役 前 谷 浩 樹

取 締 役 金 沢 明 法

取 締 役（社外） 中 上 英 俊

取 締 役（社外） 岡 田 美弥子

監 査 役 堤 信 之

監 査 役（社外） 鈴 木 貴 博

監 査 役（社外） 井 上 唯 文

監 査 役（社外） 綿 貫 泰 之（新任）

※上記取締役は、2021年６月25日開催予定の定時株主総会において選任を予定している取締役候補者（全員重任）

　です。

※上記新任監査役は、 2021年６月25日開催予定の定時株主総会において選任を予定している監査役候補者です。

※代表取締役および役付取締役の選定、株主総会および取締役会の招集権者ならびに議長とその代行者の選任等につ

きましては、あらためて定時株主総会終了後の取締役会において決議いたします。

以 上
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（２）当期の実績の概況

お客さま件数等

(単位：件)

項 目
前 期

(2020.3.31現在)
当 期

(2021.3.31現在)
増 減

増減率

(％)

ガス
小売お客さま件数 498,339 500,020 　1,681 0.3

取付メーター件数 583,819 589,964 6,145 1.1

電力 お客さま件数 171,352 193,633 22,281 13.0

ガス販売量

(単位：千ｍ3)

項 目
前 期

(2019/4～2020/3)
当 期

(2020/4～2021/3)
増 減

増減率
(％)

家 庭 用 201,231 219,123 17,892 8.9

業

務

用

商 業 用 193,920 167,582 △26,338 △13.6

工 業 用 90,889 88,336 △2,553 △2.8

公 用 58,752 66,913 8,161 13.9

医 療 用 39,570 42,013 2,444 6.2

計 383,131 364,844 △18,287 △4.8

小 計 584,362 583,967 △394 △0.1

他事業者向け供給 10,261 13,146 2,885 28.1

総 販 売 量 594,622 597,113 2,490 0.4

電力販売量

(単位：千kWh)

項 目
前 期

(2019/4～2020/3)
当 期

(2020/4～2021/3)
増 減

増減率

(％)

低 圧 425,804 499,057 73,254 17.2

高 圧 380,171 268,494 △111,677 △29.4

卸 売 160,136 167,595 7,458 4.7

総 販 売 量 966,111 935,146 △30,965 △3.2

　

売上高及び利益

(単位：百万円)

項 目
前 期

(2019/4～2020/3)
当 期

(2020/4～2021/3)
増 減

増減率

(％)

売

上

高

ガス事業 売上高 57,718 50,990 △6,727 △11.7

受 注 工 事 収 益 3,428 3,197 △231 △6.7

その他 営業雑収益 8,658 8,498 △159 △1.8

電 力 事 業 収 益 27,483 26,852 △631 △2.3

その他附帯事業収益 11,246 10,394 △851 △7.6

合 計 108,535 99,933 △8,601 △7.9

営 業 利 益 2,972 3,456 484 16.3

経 常 利 益 3,283 3,761 478 14.6

当 期 純 利 益 2,444 3,112 668 27.3
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　設備投資

(単位：百万円)

項 目

前 期
(2019/4～2020/3)

当 期
(2020/4～2021/3)

増 減
増減率

(％)
実績

構成比
(％)

実績
構成比

(％)

製 造 設 備 1,218 9.8 796 8.3 △422 △34.7

供 給 設 備 6,465 52.1 6,298 65.5 △167 △2.6

業 務 設 備 2,747 22.2 405 4.2 △2,342 △85.2

附 帯 事 業 設 備 1,966 15.9 2,110 22.0 144 7.3

合 計 12,398 100.0 9,610 100.0 △2,787 △22.5

　

　


