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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 54,528 2.9 1,087 ― 1,302 ― 585 ―
24年3月期第3四半期 52,973 3.7 △483 ― △243 ― △453 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 654百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △627百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 9.95 ―
24年3月期第3四半期 △7.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 88,910 31,979 34.1
24年3月期 91,135 31,656 33.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  30,354百万円 24年3月期  30,142百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年3月期 ― 3.00 ―
25年3月期（予想） 3.00 6.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 77,000 0.4 3,000 122.6 3,200 77.4 2,200 ― 37.40



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、【添付資料】Ｐ.２「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 61,995,590 株 24年3月期 61,995,590 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,029,377 株 24年3月期 3,173,329 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 58,892,403 株 24年3月期3Q 59,478,282 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25年３月期の個別業績予想(平成24年４月１日～平成25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 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 61,500 3.9 1,700 ― 2,000 214.2 1,400 930.5 23.80
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当第３四半期連結累計期間の売上高は、原料費調整制度適用に基づく販売単価の上昇に伴うガス事業

の売上高増加等により、前年同四半期に比べ2.9％増加の54,528百万円となりました。 

利益につきましては、売上高の増加や減価償却費の減少等により、営業利益は1,087百万円(前年同四

半期は483百万円の損失)、これに営業外損益を加えた経常利益は1,302百万円(前年同四半期は243百万

円の損失)、四半期純利益は585百万円(前年同四半期は453百万円の損失)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。  

  

当第３四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

減少等により、前連結会計年度末に比べ2,225百万円減少の88,910百万円となりました。 

負債につきましては、借入金残高の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,548百万円減少の

56,930百万円となりました。 

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、前連結会計年度末に

比べ323百万円増加の31,979百万円となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、34.1％となりました。 

  

平成25年３月期の通期の業績予想につきましては、平成24年５月９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。 

  

当社及び一部の連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

なお、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 

  

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(注記事項)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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
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３．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 17,832 16,911

供給設備 26,448 26,036

業務設備 3,703 3,804

その他の設備 6,417 6,388

建設仮勘定 1,643 1,854

有形固定資産合計 56,045 54,996

無形固定資産 84 106

投資その他の資産   

投資有価証券 6,776 6,918

その他投資 3,653 4,043

貸倒引当金 △888 △888

投資その他の資産合計 9,541 10,074

固定資産合計 65,672 65,176

流動資産   

現金及び預金 7,184 9,673

受取手形及び売掛金 7,034 7,240

商品及び製品 866 945

原材料及び貯蔵品 4,280 3,473

その他流動資産 6,384 2,683

貸倒引当金 △287 △282

流動資産合計 25,463 23,733

資産合計 91,135 88,910
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

固定負債   

社債 16,000 16,000

長期借入金 15,250 11,767

退職給付引当金 2,508 2,299

役員退職慰労引当金 311 329

ガスホルダー修繕引当金 383 423

資産除去債務 99 101

その他固定負債 238 241

固定負債合計 34,793 31,164

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 3,897 4,427

支払手形及び買掛金 6,599 5,956

短期借入金 2,000 －

未払法人税等 641 323

循環取引損失引当金 279 －

コマーシャル・ペーパー 3,500 8,000

その他流動負債 7,768 7,059

流動負債合計 24,686 25,766

負債合計 59,479 56,930

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,291 3,291

資本剰余金 945 939

利益剰余金 25,783 26,015

自己株式 △898 △857

株主資本合計 29,122 29,389

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 932 911

繰延ヘッジ損益 87 53

その他の包括利益累計額合計 1,020 965

少数株主持分 1,513 1,624

純資産合計 31,656 31,979

負債純資産合計 91,135 88,910
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 52,973 54,528

売上原価 36,422 36,871

売上総利益 16,551 17,657

供給販売費及び一般管理費 17,034 16,569

営業利益又は営業損失（△） △483 1,087

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 170 100

持分法による投資利益 150 143

ＣＮＧ販売収益 140 154

雑収入 304 323

営業外収益合計 769 725

営業外費用   

支払利息 462 424

雑支出 67 85

営業外費用合計 529 510

経常利益又は経常損失（△） △243 1,302

特別利益   

固定資産売却益 53 －

負ののれん発生益 1 3

特別利益合計 54 3

特別損失   

減損損失 19 －

投資有価証券評価損 11 17

特別損失合計 30 17

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（△）

△218 1,288

法人税、住民税及び事業税 281 291

法人税等調整額 △98 287

法人税等合計 182 579

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△401 709

少数株主利益 52 123

四半期純利益又は四半期純損失（△） △453 585
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△401 709

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △135 △21

繰延ヘッジ損益 △90 △34

その他の包括利益合計 △226 △55

四半期包括利益 △627 654

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △679 530

少数株主に係る四半期包括利益 52 123
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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216百万円は、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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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175百万円は、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

(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 40,382 10,737 51,120 1,853 52,973 ― 52,973

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

636 116 753 971 1,725 △1,725 ―

計 41,019 10,854 51,873 2,825 54,699 △1,725 52,973

セグメント利益又は損失(△) △1,179 434 △745 45 △699 216 △483

(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 42,511 10,670 53,182 1,346 54,528 ― 54,528

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

913 133 1,046 698 1,745 △1,745 ―

計 43,424 10,804 54,228 2,045 56,274 △1,745 54,528

セグメント利益又は損失(△) 428 536 964 △52 911 175 1,087

（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) 

 
(注) ガス販売量はすべて、１立方メートル当たり45メガジュール換算量で表しております。 

  

４．(参考) 個別業績の概要

（１）平成25年３月期第３四半期の個別業績(平成24年４月１日～平成24年12月31日)

① 個別経営成績(累計)

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 ％

25年３月期第３四半期 43,207 6.5 166 － 556 － 281 －

24年３月期第３四半期 40,586 6.8 △1,395 － △1,050 － △247 －

② 個別ガス販売実績等(累計)

(ⅰ) お客さま戸数

前年同四半期末 当四半期末
増減 率(％)

(平成23年12月31日) (平成24年12月31日)

お客さま戸数 416,824 413,169 △3,655 △0.9

(ⅱ) ガス販売量

前年同四半期 当四半期
増減 率(％)(平成23年４月１日～

平成23年12月31日)
(平成24年４月１日～
平成24年12月31日)

家庭用 66 64 △1 △2.2

業務用 商業用 36 35 △0 △2.5

公用及び 
医療用

26 26 △0 △0.2

工業用 204 196 △7 △3.7

計 267 258 △8 △3.2

卸供給等 38 41 2 5.2

合計 372 364 △8 △2.2
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