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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 18,641 2.6 567 △56.5 729 △48.5 417 △48.2
23年3月期第1四半期 18,160 3.9 1,303 △42.4 1,416 △39.4 806 △51.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 384百万円 （△24.7％） 23年3月期第1四半期 510百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 7.03 ―
23年3月期第1四半期 13.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 86,414 32,199 35.5
23年3月期 88,841 32,003 34.3
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  30,643百万円 23年3月期  30,471百万円

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  
 

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

23年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 36,000 5.3 △800 ― △700 ― △500 ― △8.42
通期 78,000 6.4 2,000 △47.1 2,100 △47.0 1,200 △54.0 20.20



(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.２ 「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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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】 Ｐ.２ 「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 61,995,590 株 23年3月期 61,995,590 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,510,289 株 23年3月期 2,580,084 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 59,419,123 株 23年3月期1Q 59,247,956 株



  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

（参考）個別業績予想

平成24年３月期の個別業績予想(平成23年４月１日～平成24年３月31日)

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 26,500 5.4 △1,300 ― △1,000 ― 50 △87.9 0.84
通期 59,500 9.2 700 △69.8 1,000 △59.0 1,300 △32.9 21.88
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当第１四半期連結累計期間の売上高は、ガス事業及びＬＰＧ事業の売上高増加等により、前年同四半

期に比べ480百万円増加(＋2.6％)の18,641百万円となりました。 

利益につきましては、原油価格の上昇に伴う原材料費の増加等により、営業利益は前年同四半期に比

べ736百万円減少(△56.5％)の567百万円、これに営業外損益を加えた経常利益は687百万円減少(△

48.5％)の729百万円、四半期純利益は389百万円減少(△48.2％)の417百万円となりました。 

なお、当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的変

動があり、冬期に多くの売上が計上されます。  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、減価償却の進捗による有形固定資産の

減少や現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,427百万円減少(△2.7％)の86,414百万

円となりました。 

負債につきましては、支払債務の減少等により、2,623百万円減少(△4.6％)の54,214百万円となりま

した。 

純資産につきましては、四半期純利益の計上等に伴う株主資本の増加等により、196百万円増加(＋

0.6％)の32,199百万円となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、35.5％となりました。 

  

平成24年３月期の第２四半期(累計)及び通期の業績予想につきましては、平成23年５月11日に公表し

た業績予想からの変更はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

一部の連結子会社において、当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する方法を採用してお

ります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）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
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３．四半期連結財務諸表等

（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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 19,145 18,726

供給設備 27,601 26,968

業務設備 3,544 3,503

その他の設備 6,581 6,452

建設仮勘定 579 791

有形固定資産合計 57,452 56,441

無形固定資産 565 410

投資その他の資産

投資有価証券 6,629 6,628

その他投資 3,049 3,100

貸倒引当金 △112 △110

投資その他の資産合計 9,566 9,618

固定資産合計 67,585 66,469

流動資産

現金及び預金 8,082 6,961

受取手形及び売掛金 7,085 6,303

商品及び製品 942 874

原材料及び貯蔵品 2,845 3,332

その他流動資産 2,612 2,766

貸倒引当金 △312 △294

流動資産合計 21,256 19,944

資産合計 88,841 86,414
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

固定負債

社債 16,000 16,000

長期借入金 19,171 19,145

退職給付引当金 2,696 2,663

役員退職慰労引当金 315 298

ガスホルダー修繕引当金 395 409

資産除去債務 97 98

その他固定負債 342 307

固定負債合計 39,019 38,923

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 3,456 3,456

支払手形及び買掛金 5,343 3,915

未払法人税等 1,097 341

循環取引損失引当金 378 378

その他流動負債 7,542 7,198

流動負債合計 17,818 15,291

負債合計 56,838 54,214

純資産の部

株主資本

資本金 3,291 3,291

資本剰余金 954 953

利益剰余金 26,048 26,287

自己株式 △759 △738

株主資本合計 29,535 29,793

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 819 772

繰延ヘッジ損益 116 76

その他の包括利益累計額合計 936 849

少数株主持分 1,531 1,556

純資産合計 32,003 32,199

負債純資産合計 88,841 86,414
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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１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 18,160 18,641

売上原価 11,274 12,279

売上総利益 6,886 6,361

供給販売費及び一般管理費 5,582 5,793

営業利益 1,303 567

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 59 115

持分法による投資利益 123 88

雑収入 164 159

営業外収益合計 347 363

営業外費用

支払利息 171 155

雑支出 63 46

営業外費用合計 234 201

経常利益 1,416 729

特別損失

減損損失 － 19

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21 －

特別損失合計 21 19

税金等調整前四半期純利益 1,395 710

法人税、住民税及び事業税 210 178

法人税等調整額 304 59

法人税等合計 515 238

少数株主損益調整前四半期純利益 879 471

少数株主利益 72 53

四半期純利益 806 417
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 879 471

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △243 △47

繰延ヘッジ損益 △125 △39

その他の包括利益合計 △369 △87

四半期包括利益 510 384

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 437 330

少数株主に係る四半期包括利益 72 53
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：百万円)  

 
(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報流通事業、高齢者

サービス事業等を含んでおります。 

２  セグメント利益又は損失(△)の調整額90百万円は、連結消去等であります。 

３  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：百万円)  

 
(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報流通事業、高齢者

サービス事業等を含んでおります。 

２  セグメント利益又は損失(△)の調整額72百万円は、連結消去等であります。 

３  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

ガス事業 ＬＰＧ事業 計

売上高

外部顧客への売上高 13,521 3,885 17,406 753 18,160 ― 18,160

セグメント間の内部売上高
又は振替高

76 33 110 143 254 △254 ―

計 13,597 3,919 17,516 897 18,414 △254 18,160

セグメント利益又は損失(△) 891 388 1,280 △66 1,213 90 1,303

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

ガス事業 ＬＰＧ事業 計

売上高

外部顧客への売上高 13,773 4,271 18,045 595 18,641 ― 18,641

セグメント間の内部売上高
又は振替高

67 27 95 138 233 △233 ―

計 13,841 4,299 18,141 734 18,875 △233 18,641

セグメント利益又は損失(△) 169 367 536 △41 495 72 567

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(％表示は、対前年同四半期増減率) 

 
  

(単位：戸) 

 
  

(単位：百万ｍ3) 

 
  

４．(参考) 個別業績の概要

（１）平成24年３月期第１四半期の個別業績(平成23年４月１日～平成23年６月30日)

① 個別経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期第１四半期 13,703 2.0 128 △84.9 426 △53.9 329 △46.1

23年３月期第１四半期 13,439 4.5 852 △47.3 923 △46.8 610 △49.8

② 個別ガス販売実績等

(ⅰ) お客さま戸数

当四半期末 前年同四半期末
増減 率(％)

(平成23年６月30日) (平成22年６月30日)

お客さま戸数 418,975 421,563 △2,588 △0.6

(ⅱ) ガス販売量

当四半期 前年同四半期
増減 率(％)(平成23年４月１日～

平成23年６月30日)
(平成22年４月１日～
平成22年６月30日)

家庭用 28 28 △0 △0.2

業務用 商業用 10 10 △0 △4.0

公用及び 
医療用

7 6 0 3.5

工業用 65 66 △0 △1.3

計 83 84 △1 △1.3

卸供給等 13 12 1 8.9

合計 125 125 △0 △0.0
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