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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 ％

2023年３月期第３四半期 44,010 34.8 △1,576 － △1,298 － △925 －

2022年３月期第３四半期 32,646 △1.8 △975 － △766 － △388 －

（注）包括利益2023年３月期第３四半期 △738百万円 （－％） 2022年３月期第３四半期 △498百万円 （－％）

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

2023年３月期第３四半期 △193.80 －

2022年３月期第３四半期 △81.01 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 64,585 49,373 71.5

2022年３月期 63,634 50,726 74.7

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 46,198百万円 2022年３月期 47,506百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 80.00 80.00

2023年３月期 － 0.00 －

2023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 70,200 34.1 180 △83.4 510 △61.8 260 △72.7 54.24

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31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

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 4,800,000株 2022年３月期 4,800,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 68,466株 2022年３月期 6,095株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 4,778,105株 2022年３月期３Ｑ 4,793,914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。
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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３四半期連結累計期間（2022年４～12月）の売上高につきましては、春先及び冬期に入っての気温が前年に

比べ高く推移したことによる給湯・空調用需要の減少があったものの、原料費調整に伴うガス料金単価の引き上げ

があったことから、前年同期に比べ113億64百万円増加の440億10百万円となりました。

営業費用につきましては、経営全般にわたり経費の削減に努めましたものの、ＬＮＧ価格の上昇に伴い原料費が

増加したことから、前年同期に比べ119億65百万円増加の455億87百万円となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、営業損失15億76百万円（前年同期は営業損失９億75百万

円）、関連会社の持分法適用に伴う投資利益を加え経常損失12億98百万円（前年同期は経常損失７億66百万円）、

親会社株主に帰属する四半期純損失９億25百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失３億88百万円）

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。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は645億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億51百万円の

増加となりました。増減の主なものは、売掛金残高等の増加17億42百万円、有形固定資産の減少９億70百万円など

であります。

なお、純資産は493億73百万円となり、自己資本比率は3.2ポイント減少し71.5％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３四半期連結会計期間のガス販売量は初冬の気温が平年より高く推移したことから計画を下回っております

が、第４四半期連結会計期間はガス需要のピークを迎えるため、今後の気温の状況により通期の売上高は大きく変

動いたします。利益につきましても同様であることから、現時点において通期業績予想の修正は行っておりませ

ん。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 4,064,918 4,029,808

供給設備 33,785,871 32,744,641

業務設備 1,794,645 1,769,358

その他の設備 896,264 893,347

建設仮勘定 429,025 562,980

有形固定資産合計 40,970,725 40,000,136

無形固定資産

のれん 2,248,826 2,125,839

その他無形固定資産 780,161 629,146

無形固定資産合計 3,028,987 2,754,986

投資その他の資産

投資有価証券 2,127,761 2,486,824

繰延税金資産 1,361,556 1,696,694

その他投資 3,356,689 3,113,131

貸倒引当金 △6,726 △8,279

投資その他の資産合計 6,839,280 7,288,372

固定資産合計 50,838,994 50,043,495

流動資産

現金及び預金 6,754,212 6,340,179

受取手形、売掛金及び契約資産 5,076,323 6,818,487

その他流動資産 971,302 1,391,320

貸倒引当金 △6,759 △8,148

流動資産合計 12,795,077 14,541,839

資産合計 63,634,072 64,585,335

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
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 6,735 186,112

役員退職慰労引当金 139,581 127,595

ガスホルダー修繕引当金 1,294,106 1,404,585

器具保証引当金 359,401 339,033

退職給付に係る負債 313,417 282,423

その他固定負債 491,416 494,701

固定負債合計 2,604,657 2,834,451

流動負債

１年以内に期限到来の固定負債 655,039 173,467

支払手形及び買掛金 4,049,974 7,482,456

未払法人税等 393,951 74,187

その他流動負債 5,203,593 4,647,752

流動負債合計 10,302,559 12,377,864

負債合計 12,907,217 15,212,315

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 21,277

利益剰余金 44,484,921 43,142,553

自己株式 △18,402 △200,308

株主資本合計 46,887,565 45,363,522

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 808,785 979,217

退職給付に係る調整累計額 △190,015 △143,875

その他の包括利益累計額合計 618,769 835,342

非支配株主持分 3,220,519 3,174,155

純資産合計 50,726,855 49,373,019

負債純資産合計 63,634,072 64,585,335
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 32,646,163 44,010,538

売上原価 18,458,117 30,576,263

売上総利益 14,188,046 13,434,274

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 13,286,721 13,203,005

一般管理費 1,876,783 1,807,736

供給販売費及び一般管理費合計 15,163,505 15,010,742

営業損失（△） △975,459 △1,576,467

営業外収益

受取利息 1,830 696

受取配当金 66,648 75,966

受取賃貸料 61,931 52,416

持分法による投資利益 － 69,605

その他 83,399 81,545

営業外収益合計 213,809 280,229

営業外費用

支払利息 1,537 521

投資有価証券評価損 2,279 1,006

その他 665 343

営業外費用合計 4,481 1,870

経常損失（△） △766,130 △1,298,108

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損失（△） △580,378 △1,298,108

法人税等 △189,929 △342,240

四半期純損失（△） △390,449 △955,868

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,082 △29,886

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △388,367 △925,981

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純損失（△） △390,449 △955,868

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △166,684 170,843

退職給付に係る調整額 58,334 46,140

その他の包括利益合計 △108,350 216,983

四半期包括利益 △498,799 △738,884

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △497,066 △709,409

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,732 △29,475

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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）

　当第３四半期連結累計期間において、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」の導入により、当該信託が当社

株式を62,300株取得したことなどに伴い、自己株式が181,906千円増加しております。この結果、当第３四半期連

結会計期間末において自己株式が200,308千円となっております。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間より、持分法非適用関連会社でありました妙高グリーンエナジー株式会社は重要性が増

したため、持分法適用の範囲に含めております。

（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）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号  2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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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