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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第163期

第１四半期
連結累計期間

第164期
第１四半期
連結累計期間

第163期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (百万円) 17,134 17,408 70,002

経常利益 (百万円) 2,220 1,453 4,310

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 4,113 910 5,560

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,934 1,296 6,376

純資産額 (百万円) 45,008 49,344 48,345

総資産額 (百万円) 99,371 100,840 102,363

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 60.74 13.41 82.02

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― － －

自己資本比率 (％) 42.8 46.3 44.8
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

重要な変更はない。

　また、主要な関係会社についても異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はない。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ1.6％増加の17,408百万円となった。

利益については、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37.3％減少の1,270百万円、これに営

業外損益を加えた経常利益は34.5％減少の1,453百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益については、前年同四

半期に特別利益の計上があったことにより77.9％減少の910百万円となった。

セグメントの業績を示すと、次のとおりである。

① ガス事業

当第１四半期連結累計期間の都市ガス販売量は、前年同四半期並みの114百万ｍ
3
となった。

売上高は、原料費調整によるガス販売単価の低下等により、前年同四半期に比べ0.5％減少の13,217百万円、セ

グメント利益(営業利益)は、43.0％減少の853百万円となった。

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る。

② ＬＰＧ事業

売上高は、販売単価の上昇等により、前年同四半期に比べ4.4％増加の3,951百万円となったが、セグメント利

益(営業利益)は、12.2％減少の421百万円となった。

③ その他

その他は、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

業等を含んでいる。

売上高は、建設工事の増加等により、前年同四半期に比べ53.8％増加の732百万円、セグメント損失(営業損失)

は、87百万円となった。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,522百万円

減少の100,840百万円となった。

負債は、仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,521百万円減少の51,496百万円となった。

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998百万円増加の49,344百万円となった。

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、46.3％となった。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、会社の経営方針及び経営戦略について重要な変更はない。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はない。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等は次

のとおりである。

　

　(株式会社の支配に関する基本方針)

① 基本方針の内容の概要

当社は、株主に関する基本的あり方として、株主は市場での自由な取引によって決まるべきものであり、当

社株式に対する公開買付けについても、公開買付けの実施、また同公開買付けに応じるか否かの決定は、原則

として株主の皆さまの自由な判断によるべきものと考えている。

他方で、当社の事業は、都市ガス等の安定的かつ安全な供給を実現するため、極めて公共性の高い社会的責

任を有しており、お客さまによる当社製品及びサービスの利用を獲得維持するためには、当社に対する信頼が

不可欠となる。また、当社事業の公共性等を考慮すると、長期的視点での事業計画が必要であり、短期的利益

を追い求めるような経営は許されないと考える。特に都市ガスの安定的かつ安全な供給を目的とする当社の事

業を継続するためには、人的・物的資源の維持、発展が不可欠であり、全てのステークホルダーに対する配慮

がない限り、当社の企業価値は損なわれることになる。

株式の大規模買付行為の中には、その目的等からして企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうも

の、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆さまに対して当該買付行

為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値・株主

共同の利益に資さないものも想定される。

当社は、このように当社株式の大規模買付行為を行う者が明らかに当社の株主全体の利益に反し、又は都市

ガス等の安定的かつ安全な供給を妨げるものである場合には、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

として適切でないと判断し、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を確保する必要があると考える。

② 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

当社グループは、2020年に向けたあるべき姿、ありたい姿を描いたグループ経営ビジョン「Action for

Dream 2020」(以下「2020年ビジョン」という。)の具現化に向け、平成28年度からの３ヶ年を2020年ビジョン

実現に向けた最終フェーズとして位置付け、着実に諸施策を実行してきた。

平成29年度中期経営計画では、これまで実行してきた2020年ビジョンの基本方針を踏襲しつつ、エネルギー

市場の自由化等の環境変化を織り込んだ諸施策を着実に実行することにより、2020年ビジョンの実現及びグ

ループの持続的な発展を目指していく。

本中期経営計画を着実に推進することにより、厳しい経営環境下においても利益を確保できる経営基盤を確

立し、企業価値のさらなる向上に努め、株主の皆さまへの利益還元を行っていく。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの概要

当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断

するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討

のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な

措置を講じていく。

④ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記②及び③の取組みは、上記①の基本方針に沿っており、また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

に合致するものであり、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えている。

 

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は59百万円である。

 

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

四半期報告書

 4/17



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 240,000,000

計 240,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 67,998,590 67,998,590
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

計 67,998,590 67,998,590 ― ―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はない。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年６月30日 ― 67,998,590 ― 5,181 ― 871

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できないので、直前の基準日である平成29年３月31日の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

平成29年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 1,000
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 67,971,000 679,710 ―

単元未満株式 普通株式 26,590 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数  67,998,590 ― ―

総株主の議決権 ― 679,710 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式52株が含まれている。

 

② 【自己株式等】

平成29年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
広島ガス株式会社

広島市南区皆実町
二丁目７番１号

1,000 ― 1,000 0.00

計 ― 1,000 ― 1,000 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に準拠して作成している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 固定資産   

  有形固定資産   

   製造設備 17,595 17,114

   供給設備 29,726 30,408

   業務設備 4,313 4,240

   その他の設備 8,834 7,820

   建設仮勘定 2,814 3,340

   有形固定資産合計 63,284 62,924

  無形固定資産 1,023 989

  投資その他の資産   

   投資有価証券 8,782 9,271

   長期貸付金 109 100

   繰延税金資産 1,764 1,614

   その他投資 6,131 6,004

   貸倒引当金 △227 △227

   投資その他の資産合計 16,561 16,763

  固定資産合計 80,869 80,676

 流動資産   

  現金及び預金 9,069 7,865

  受取手形及び売掛金 5,844 4,522

  商品及び製品 818 694

  原材料及び貯蔵品 3,226 4,216

  繰延税金資産 586 497

  その他流動資産 1,986 2,380

  貸倒引当金 △39 △12

  流動資産合計 21,493 20,163

 資産合計 102,363 100,840
 

 

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

四半期報告書

 8/17



 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 固定負債   

  社債 17,500 17,500

  長期借入金 15,155 13,066

  役員退職慰労引当金 482 403

  ガスホルダー修繕引当金 376 395

  保安対策引当金 555 502

  器具保証引当金 182 178

  退職給付に係る負債 4,659 4,527

  資産除去債務 110 111

  その他固定負債 405 455

  固定負債合計 39,429 37,140

 流動負債   

  1年以内に期限到来の固定負債 2,918 4,932

  支払手形及び買掛金 5,729 4,857

  短期借入金 － 50

  未払法人税等 450 418

  コマーシャル・ペーパー 500 －

  その他流動負債 4,989 4,097

  流動負債合計 14,588 14,355

 負債合計 54,017 51,496

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,181 5,181

  資本剰余金 1,141 1,141

  利益剰余金 38,181 38,786

  自己株式 △54 △31

  株主資本合計 44,449 45,077

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,552 2,869

  繰延ヘッジ損益 △63 △171

  退職給付に係る調整累計額 △1,113 △1,048

  その他の包括利益累計額合計 1,375 1,649

 非支配株主持分 2,520 2,616

 純資産合計 48,345 49,344

負債純資産合計 102,363 100,840
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 17,134 17,408

売上原価 9,121 9,992

売上総利益 8,012 7,416

供給販売費及び一般管理費 5,986 6,146

営業利益 2,026 1,270

営業外収益   

 受取利息 1 1

 受取配当金 86 90

 持分法による投資利益 87 68

 雑収入 162 168

 営業外収益合計 337 327

営業外費用   

 支払利息 64 57

 雑支出 79 86

 営業外費用合計 144 144

経常利益 2,220 1,453

特別利益   

 債務免除益 ※1  2,105 －

 特別利益合計 2,105 －

税金等調整前四半期純利益 4,326 1,453

法人税、住民税及び事業税 253 278

法人税等調整額 △150 152

法人税等合計 103 431

四半期純利益 4,222 1,022

非支配株主に帰属する四半期純利益 109 111

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,113 910
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 4,222 1,022

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △486 317

 繰延ヘッジ損益 △868 △108

 退職給付に係る調整額 66 65

 その他の包括利益合計 △1,288 274

四半期包括利益 2,934 1,296

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,825 1,185

 非支配株主に係る四半期包括利益 109 111
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

(税金費用の計算)

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いる。
 

 

(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い

当社は、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っている。

(1) 取引の概要

当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、従業員持株会である

広島ガス自社株投資会(以下「本投資会」という。)への安定的な株式供給及び当社のコーポレート・ガバナン

ス向上を目的として、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(以下「本プラン」という。)を導入してい

る。

本プランでは、当社が信託銀行に「広島ガス自社株投資会専用信託」(以下「従持信託」という。)を設定

し、従持信託は、設定後２年６ヵ月間にわたり本投資会が取得すると見込まれる数の当社株式を、借入金を原

資として、予め取得し、毎月一定日に本投資会に対して当社株式を売却する。信託終了時点で従持信託内に当

社株価の上昇による株式売却益相当額が累積した場合には、受益者適格要件を満たす本投資会会員に分配され

る。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落に

より従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入

金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することとなる。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株

式として計上している。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度54百万円、126千株、当第１

四半期連結会計期間31百万円、72千株である。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度69百万円、当第１四半期連結会計期間69百万円
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

１　偶発債務

(1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っている。

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

MAPLE LNG TRANSPORT INC. 2,675百万円 2,554百万円
 

 

(2) 債務履行引受契約

社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりである。

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

第７回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

5,000百万円 5,000百万円

第８回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2,500百万円 2,500百万円

合計 7,500百万円 7,500百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※１ 債務免除益

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

連結子会社である広島ガス開発㈱において、民事再生法に基づく再生計画による債務の弁済が完了し、残

債務全額の免除が確定したことによるものである。

 
２　前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)及び

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

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る。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 1,712百万円 1,738百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月11日
取締役会

普通株式 271 4.00 平成28年３月31日 平成28年６月６日 利益剰余金
 

(注) １　上記配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1百万円を含んでいる。

２　平成28年５月11日決議の１株当たり配当額は、天然ガス供給開始20周年記念配当1.00円を含んでいる。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はない。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月12日
取締役会

普通株式 305 4.50 平成29年３月31日 平成29年６月７日 利益剰余金
 

(注) 上記配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金0百万円を含んでいる。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はない。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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)

 

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 13,042 3,741 16,783 350 17,134 － 17,134

セグメント間の内部売上高
又は振替高

247 41 288 126 415 △415 －

計 13,289 3,782 17,072 476 17,549 △415 17,134

セグメント利益又は損失(△) 1,498 479 1,978 △105 1,872 154 2,026
 

(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いる。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額154百万円は、連結消去等である。

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いる。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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)

 

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 12,916 3,944 16,861 547 17,408 － 17,408

セグメント間の内部売上高
又は振替高

300 6 306 185 492 △492 －

計 13,217 3,951 17,168 732 17,901 △492 17,408

セグメント利益又は損失(△) 853 421 1,274 △87 1,187 83 1,270
 

(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いる。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額83百万円は、連結消去等である。

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いる。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりである。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 60円74銭 13円41銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 4,113 910

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金
額(百万円)

4,113 910

普通株式の期中平均株式数(株) 67,719,921 67,878,769
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２ 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金

額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第１四半期連結累計期

間277,659株、当第１四半期連結累計期間118,768株である。

 

(重要な後発事象)

当社は、平成29年７月28日開催の取締役会において、中国電力株式会社との間での合弁会社設立及びバイオマス

混焼発電事業の実施について決議し、同日に合弁契約を締結した。

　　　合弁会社及び発電所の概要

(1) 会社の名称 未定

(2) 所在地 広島県安芸郡海田町明神町

(3) 事業内容 バイオマス混焼発電所の建設、運転、保守及び電力の販売

(4) 資本金 200百万円（予定）

(5) 設立年月日 平成29年10月（予定）

(6) 出資比率 広島ガス株式会社　50％、中国電力株式会社　50％

(7) 発電出力 約10万kW（送電端）

(8) 運転開始時期 平成33年３月（予定）
 

 
２ 【その他】

平成29年５月12日開催の取締役会において、平成29年３月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のと

おり期末配当を行うことを決議し、配当を行っている。

①　配当金の総額 305百万円

②　１株当たりの配当額 4円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年６月７日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

四半期報告書

16/17



独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年８月10日

広島ガス株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　前　　田　　貴　　史　　印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　森　　島　　拓　　也　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている広島ガス株式会

社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、広島ガス株式会社及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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