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（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 ％

2022年３月期第２四半期 19,969 △6.1 △388 － △253 － △78 －

2021年３月期第２四半期 21,268 △9.7 514 78.7 634 55.2 383 59.0

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 △144百万円 （－％） 2021年３月期第２四半期 614百万円（112.0％）

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

2022年３月期第２四半期 △16.40 －

2021年３月期第２四半期 80.07 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 60,049 49,741 77.6

2021年３月期 61,895 50,272 76.1

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 46,582百万円 2021年３月期 47,105百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 80.00 80.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期（予想） － 80.00 80.00

（％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 49,700 2.8 470 △79.0 700 △72.1 510 △68.3 106.38

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

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

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 4,800,000株 2021年３月期 4,800,000株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 6,083株 2021年３月期 6,083株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 4,793,917株 2021年３月期２Ｑ 4,793,944株

※  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        ：有

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

（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（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、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当たっての注意

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。



（％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 41,900 3.5 200 △88.0 450 △76.8 390 △70.7 81.35

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

（参考）個別業績予想

　2022年３月期の個別業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）
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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２四半期連結累計期間（2021年４～９月）の売上高につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

による前年の業務用を中心としたガス販売量の減少から一部回復が見られたものの、原料費調整に伴うガス料金単

価の引き下げや春先の気温が前年に比べ高く推移したことによる給湯・空調用需要の減少、加えて連結子会社にお

ける土木、管工事等の減少などもあり、前年同期に比べ12億98百万円減少の199億69百万円となりました。

　営業費用につきましては、直近のＬＮＧ価格は上昇傾向にあるものの、当第２四半期連結累計期間では原料費は

前年並みとなった一方、連結子会社における売上原価の減少、前年の見附市ガス事業譲受け当初に発生した費用の

減少などもあり、前年同期に比べ３億95百万円減少の203億58百万円となりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、営業損失３億88百万円（前年同期は営業利益５億14百万

円）、経常損失２億53百万円（前年同期は経常利益６億34百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は投資有

価証券の一部売却に伴う特別利益の計上により78百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益３億83百

万円）となりました。

　なお、当社グループの連結業績は、季節的変動の著しいガス事業の占めるウェイトが高いため、ガスの需要期で

ある冬期を中心に春先にかけて、売上及び利益が多く計上されます。したがいまして上半期と下半期の業績に季節

的変動があります。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は600億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億46百万円の

減少となりました。増減の主なものは、売掛金残高等の減少10億13百万円、有形固定資産の減少７億２百万円など

であります。

　なお、純資産は497億41百万円となり、自己資本比率は1.5ポイント増加し77.6％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

　当第２四半期連結累計期間までの業績及び今後のガス原料価格の動向、営業費用の見直しを踏まえ、2021年８月

10日に公表した2022年３月期の連結業績予想に対し、売上高は13億円増の497億円、営業利益は１億20百万円減の

４億70百万円、経常利益は１億10百万円減の７億円、親会社株主に帰属する当期純利益は60百万円減の５億10百万

円に修正しております。また、同日に公表した2022年３月期の個別業績予想についても修正しております。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 4,098,491 4,042,075

供給設備 34,561,059 33,711,866

業務設備 1,815,054 1,817,083

その他の設備 884,638 901,168

建設仮勘定 520,592 705,509

有形固定資産合計 41,879,835 41,177,703

無形固定資産

のれん 2,412,808 2,330,817

その他無形固定資産 798,745 876,141

無形固定資産合計 3,211,553 3,206,959

投資その他の資産

投資有価証券 2,137,146 2,171,908

繰延税金資産 1,443,177 1,538,824

その他投資 2,053,873 1,821,289

貸倒引当金 △6,884 △6,909

投資その他の資産合計 5,627,313 5,525,113

固定資産合計 50,718,702 49,909,776

流動資産

現金及び預金 6,230,150 5,844,989

受取手形及び売掛金 4,090,942 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 3,077,210

有価証券 100,155 100,048

その他流動資産 762,140 1,121,656

貸倒引当金 △6,649 △4,481

流動資産合計 11,176,738 10,139,423

資産合計 61,895,441 60,049,199

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

固定負債

長期借入金 661,774 317,646

役員退職慰労引当金 131,315 129,752

ガスホルダー修繕引当金 1,180,204 1,355,463

器具保証引当金 299,416 308,099

退職給付に係る負債 314,236 295,103

その他固定負債 465,732 458,267

固定負債合計 3,052,680 2,864,333

流動負債

１年以内に期限到来の固定負債 692,110 692,180

支払手形及び買掛金 2,565,200 1,964,256

短期借入金 － 700,000

未払法人税等 665,425 159,494

その他流動負債 4,647,504 3,927,283

流動負債合計 8,570,239 7,443,214

負債合計 11,622,920 10,307,547

純資産の部

株主資本

資本金 2,400,000 2,400,000

資本剰余金 21,046 21,046

利益剰余金 43,900,934 43,452,495

自己株式 △18,364 △18,364

株主資本合計 46,303,616 45,855,177

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 955,261 841,182

退職給付に係る調整累計額 △153,019 △114,130

その他の包括利益累計額合計 802,241 727,052

非支配株主持分 3,166,663 3,159,421

純資産合計 50,272,521 49,741,652

負債純資産合計 61,895,441 60,049,199
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 21,268,013 19,969,710

売上原価 11,287,130 10,388,336

売上総利益 9,980,882 9,581,373

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 8,256,125 8,710,501

一般管理費 1,210,499 1,259,840

供給販売費及び一般管理費合計 9,466,625 9,970,341

営業利益又は営業損失（△） 514,256 △388,967

営業外収益

受取利息 1,570 1,004

受取配当金 37,909 40,333

受取賃貸料 40,656 41,293

その他 43,872 56,015

営業外収益合計 124,009 138,646

営業外費用

支払利息 2,574 861

投資有価証券評価損 548 2,279

その他 485 536

営業外費用合計 3,608 3,677

経常利益又は経常損失（△） 634,657 △253,998

特別利益

投資有価証券売却益 － 185,752

特別利益合計 － 185,752

税金等調整前四半期純利益

又は税金等調整前四半期純損失（△）
634,657 △68,246

法人税等 228,188 1,079

四半期純利益又は四半期純損失（△） 406,468 △69,326

非支配株主に帰属する四半期純利益 22,596 9,286

親会社株主に帰属する四半期純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
383,872 △78,612

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 406,468 △69,326

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 91,519 △113,621

退職給付に係る調整額 116,813 38,889

その他の包括利益合計 208,333 △74,731

四半期包括利益 614,802 △144,057

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 592,129 △153,801

非支配株主に係る四半期包括利益 22,672 9,743

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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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）

　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）

　税金費用については、当第２四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を乗じて計算しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　これにより、ＬＰＧ販売に関して、従来は検針日基準により収益を認識しておりましたが、決算月の検針日から

決算日までに生じた収益を見積って認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高が３百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失はそれぞれ２百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は13百万円増加しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示してお

ります。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示

方法により組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響

はありません。
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