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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

(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 ％

31年3月期第2四半期 36,156 11.2 △354 ― △173 ― △285 ―

30年3月期第2四半期 32,512 2.2 780 △62.3 1,051 △54.4 481 △88.4

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　△270百万円 （―％） 30年3月期第2四半期　　1,183百万円 （△66.6％）

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

31年3月期第2四半期 △4.22 ―

30年3月期第2四半期 7.09 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

31年3月期第2四半期 105,391 50,390 45.2

30年3月期 102,656 50,960 47.1

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 47,682百万円 30年3月期 48,332百万円

2. 配当の状況

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

30年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

31年3月期 ― 4.00

31年3月期（予想） ― 4.00 8.00

（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. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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 81,000 9.9 2,300 △21.3 2,700 △23.0 1,700 △32.0 25.13

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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「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 ： 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

(4) 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） 31年3月期2Q 67,998,590 株 30年3月期 67,998,590 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 348,729 株 30年3月期 419,205 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 67,610,623 株 30年3月期2Q 67,905,730 株

※ 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

　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あたっての注記事項等については、添付資料Ｐ．２「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。



（参考）個別業績予想

平成31年3月期の個別業績予想(平成30年4月1日～平成31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

(％表示は、対前期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭
通期 63,000 13.6 2,000 △16.8 1,500 △28.2 22.17
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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の売上高は、ガス販売量の増加等により、前年同四半期に比べ11.2％増加の36,156百

万円となりました。

利益については、原油価格の上昇に伴う原材料費の増加等により、営業損益は前年同四半期に比べ1,135百万円減

少の354百万円の損失、これに営業外損益を加えた経常損益は1,225百万円減少の173百万円の損失、親会社株主に帰

属する四半期純損益は、767百万円減少の285百万円の損失となりました。

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。

（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、原材料及び貯蔵品の増加等により、前連結会計年度末に比べ

2,734百万円増加の105,391百万円となりました。

負債は、有利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ3,304百万円増加の55,000百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ569百万円減少の50,390百万円となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、45.2％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

近の業績動向を踏まえ、平成30年５月11日に公表した通期の業績予想を修正いたします。

売上高は、原料費調整によるガス販売単価の上昇により、前回発表予想を上回る見通しであります。

一方で、利益については、原油価格の前提を見直したことに伴う原材料費の大幅な増加により、前回発表予想を

下回る見通しであります。

なお、平成30年５月11日に公表した、通期の連結並びに個別業績予想との差異は以下のとおりです。

〔通期連結業績予想〕

〔通期個別業績予想〕

(参考)

（注）JCC(=Japan Crude Cocktail)とは、全日本に輸入される原油の月間の加重平均入着(CIF)価格であります。

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

前回発表予想（Ａ）

百万円

79,000

百万円

3,100

百万円

3,600

百万円

2,400

円 銭

35.51

今回修正予想（Ｂ） 81,000 2,300 2,700 1,700 25.13

増減額（Ｂ－Ａ） 2,000 △800 △900 △700 －

増減率（％） 2.5 △25.8 △25.0 △29.2 －

前期実績 73,717 2,920 3,506 2,499 36.80

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ）

百万円

61,000

百万円

2,700

百万円

2,000

円 銭

29.59

今回修正予想（Ｂ） 63,000 2,000 1,500 22.17

増減額（Ｂ－Ａ） 2,000 △700 △500 －

増減率（％） 3.3 △25.9 △25.0 －

前期実績 55,439 2,404 2,089 30.77

原油価格（JCC）（注） 為替レート（TTM）

今回予想の前提（10月以降） 75$/bbl 110円/$

前回予想の前提（10月以降） 65$/bbl 110円/$
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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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 16,913 16,250

供給設備 30,212 31,384

業務設備 4,071 4,289

その他の設備 7,723 7,913

建設仮勘定 4,022 2,819

有形固定資産合計 62,942 62,658

無形固定資産 1,119 1,073

投資その他の資産

投資有価証券 9,309 9,123

長期貸付金 50 5

繰延税金資産 1,455 1,864

その他投資 5,727 5,534

貸倒引当金 △214 △214

投資その他の資産合計 16,327 16,312

固定資産合計 80,389 80,045

流動資産

現金及び預金 10,766 10,628

受取手形及び売掛金 6,485 5,670

商品及び製品 882 834

原材料及び貯蔵品 2,666 4,141

その他流動資産 1,508 4,105

貸倒引当金 △41 △34

流動資産合計 22,267 25,346

資産合計 102,656 105,391
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

固定負債

社債 15,000 23,000

長期借入金 12,284 11,715

役員退職慰労引当金 416 326

ガスホルダー修繕引当金 358 351

保安対策引当金 638 539

器具保証引当金 194 187

退職給付に係る負債 2,574 2,291

資産除去債務 112 113

その他固定負債 350 336

固定負債合計 31,930 38,861

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 6,924 2,428

支払手形及び買掛金 7,354 6,611

未払法人税等 805 442

コマーシャル・ペーパー － 2,500

その他流動負債 4,681 4,155

流動負債合計 19,766 16,139

負債合計 51,696 55,000

純資産の部

株主資本

資本金 5,181 5,181

資本剰余金 1,141 1,149

利益剰余金 40,102 39,545

自己株式 △162 △135

株主資本合計 46,262 45,740

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,782 2,593

繰延ヘッジ損益 3 4

退職給付に係る調整累計額 △717 △656

その他の包括利益累計額合計 2,069 1,941

非支配株主持分 2,628 2,708

純資産合計 50,960 50,390

負債純資産合計 102,656 105,391
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

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

売上高 32,512 36,156

売上原価 19,684 24,341

売上総利益 12,827 11,814

供給販売費及び一般管理費 12,047 12,169

営業利益又は営業損失（△） 780 △354

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 93 99

持分法による投資利益 99 65

雑収入 283 232

営業外収益合計 477 399

営業外費用

支払利息 115 102

社債発行費償却 － 45

雑支出 91 70

営業外費用合計 207 218

経常利益又は経常損失（△） 1,051 △173

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（△）

1,051 △173

法人税、住民税及び事業税 361 336

法人税等調整額 65 △368

法人税等合計 427 △31

四半期純利益又は四半期純損失（△） 624 △142

非支配株主に帰属する四半期純利益 142 143

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（△）

481 △285
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） 624 △142

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 404 △189

繰延ヘッジ損益 24 0

退職給付に係る調整額 130 60

その他の包括利益合計 558 △128

四半期包括利益 1,183 △270

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,040 △413

非支配株主に係る四半期包括利益 142 142
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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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

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おります。

（会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示）

該当事項はありません。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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

(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165百万円は、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２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９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

(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86百万円は、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損失と調整を行っております。

(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 24,363 7,118 31,482 1,030 32,512 － 32,512

セグメント間の内部売上高
又は振替高

612 19 632 404 1,037 △1,037 －

計 24,976 7,138 32,115 1,435 33,550 △1,037 32,512

セグメント利益又は損失(△) 441 277 719 △103 615 165 780

(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 27,625 7,659 35,284 871 36,156 － 36,156

セグメント間の内部売上高
又は振替高

553 27 580 538 1,119 △1,119 －

計 28,178 7,686 35,865 1,410 37,275 △1,119 36,156

セグメント利益又は損失(△) △652 277 △374 △66 △440 86 △354
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３．（参考）個別業績の概要

（１）平成31年３月期第２四半期の個別業績(平成30年４月１日～平成30年９月30日)

① 個別経営成績

(％表示は、対前年同四半期増減率)

② 個別ガス販売実績等

(ⅰ) お客さま戸数

(単位：戸)

(ⅱ) ガス販売量

(単位：百万ｍ3)

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 ％

31年３月期第２四半期 26,949 13.6 △1,335 ― △763 ― △488 ―
30年３月期第２四半期 23,716 △0.3 △299 ― 332 △71.0 307 △65.0

前年同四半期末 当四半期末
増減 率(％)

(平成29年９月30日) (平成30年９月30日)

お客さま戸数 410,014 411,291 1,277 0.3

前年同四半期 当四半期
増減 率(％)(平成29年４月１日～

平成29年９月30日)
(平成30年４月１日～
平成30年９月30日)

家庭用 38 37 △0 △2.1

業務用 商業用 23 22 △0 △2.4

公用及び
医療用

19 19 △0 △0.7

工業用 123 160 37 30.4

計 165 202 36 22.2

卸供給等 23 33 10 42.5

合計 228 274 46 20.2

広島ガス㈱　（9535）　平成31年３月期　第２四半期決算短信

－9－


	［サマリー］平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（サマリー）
	［添付資料］平成31年3月期第2四半期決算短信（添付資料）



