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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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3四半期 56,439 11.5 △287 ― 103 △93.3 △175 ―

30年3月期第3四半期 50,597 6.4 1,137 △40.5 1,550 △29.5 1,093 △72.2

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　△2,112百万円 （―％） 30年3月期第3四半期　　2,437百万円 （△49.4％）

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3四半期 △2.59 ―

30年3月期第3四半期 16.11 ―

(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3四半期 106,274 48,283 42.9

30年3月期 102,656 50,960 47.1

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 45,567百万円 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 ： 無



※ 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3Q 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3Q 333,401 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3Q 67,626,291 株 30年3月期3Q 67,922,278 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。



(％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

（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　：　無
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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11.5％増加の56,439百

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1,425百万円減

少の287百万円の損失、これに営業外損益を加えた経常利益は1,446百万円減少の103百万円、親会社株主に帰属する

四半期純損益は、1,269百万円減少の175百万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３四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

3,617百万円増加の106,274百万円となりました。

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6,294百万円増加の57,991百万円となりました。

純資産は、繰延ヘッジ損失の計上等により、前連結会計年度末に比べ2,677百万円減少の48,283百万円となりまし

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、42.9％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

平成31年３月期の通期の業績予想につきましては、平成30年11月７日に公表した業績予想からの変更はございま

せん。
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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３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 16,913 15,972

供給設備 30,212 31,405

業務設備 4,071 4,231

その他の設備 7,723 7,759

建設仮勘定 4,022 2,923

有形固定資産合計 62,942 62,293

無形固定資産 1,119 1,032

投資その他の資産

投資有価証券 9,309 8,250

長期貸付金 50 5

繰延税金資産 1,455 2,519

その他投資 5,727 5,365

貸倒引当金 △214 △143

投資その他の資産合計 16,327 15,997

固定資産合計 80,389 79,323

流動資産

現金及び預金 10,766 10,169

受取手形及び売掛金 6,485 6,778

商品及び製品 882 1,072

原材料及び貯蔵品 2,666 5,022

その他流動資産 1,508 3,944

貸倒引当金 △41 △36

流動資産合計 22,267 26,950

資産合計 102,656 106,274

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：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債の部

固定負債

社債 15,000 23,000

長期借入金 12,284 11,138

役員退職慰労引当金 416 331

ガスホルダー修繕引当金 358 366

保安対策引当金 638 489

器具保証引当金 194 182

退職給付に係る負債 2,574 2,150

資産除去債務 112 114

その他固定負債 350 317

固定負債合計 31,930 38,091

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 6,924 1,620

支払手形及び買掛金 7,354 6,958

未払法人税等 805 309

コマーシャル・ペーパー － 5,000

その他流動負債 4,681 6,012

流動負債合計 19,766 19,899

負債合計 51,696 57,991

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 39,383

自己株式 △162 △129

株主資本合計 46,262 45,584

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 1,969

繰延ヘッジ損益 3 △1,359

退職給付に係る調整累計額 △717 △626

その他の包括利益累計額合計 2,069 △16

非支配株主持分 2,628 2,715

純資産合計 50,960 48,283

負債純資産合計 102,656 106,274
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日

　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日

　至 平成30年12月31日)

売上高 50,597 56,439

売上原価 31,323 38,246

売上総利益 19,273 18,192

供給販売費及び一般管理費 18,136 18,480

営業利益又は営業損失（△） 1,137 △287

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 166 175

持分法による投資利益 112 78

雑収入 394 411

営業外収益合計 676 667

営業外費用

支払利息 170 147

雑支出 92 128

営業外費用合計 263 276

経常利益 1,550 103

特別利益

退職給付制度改定益 449 －

特別利益合計 449 －

税金等調整前四半期純利益 1,999 103

法人税、住民税及び事業税 431 394

法人税等調整額 322 △265

法人税等合計 753 129

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,245 △25

非支配株主に帰属する四半期純利益 151 149

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（△）

1,093 △175

（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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日

　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日

　至 平成30年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,245 △25

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 529 △813

繰延ヘッジ損益 107 △1,363

退職給付に係る調整額 555 90

その他の包括利益合計 1,191 △2,086

四半期包括利益 2,437 △2,112

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,284 △2,261

非支配株主に係る四半期包括利益 152 149

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）

　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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(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 38,104 10,488 48,592 2,004 50,597 － 50,597

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,003 30 1,034 749 1,784 △1,784 －

計 39,107 10,519 49,627 2,753 52,381 △1,784 50,597

セグメント利益又は損失(△) 593 315 908 △26 881 255 1,137

(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 43,971 11,243 55,215 1,223 56,439 － 56,439

セグメント間の内部売上高
又は振替高

903 36 940 888 1,829 △1,829 －

計 44,875 11,280 56,155 2,112 58,268 △1,829 56,439

セグメント利益又は損失(△) △622 258 △364 △73 △437 149 △287

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成29年４月１日  至  平成29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255百万円は、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３四半期連結累計期間(自  平成30年４月１日  至  平成30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149百万円は、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。
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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３四半期 42,562 13.5 △1,639 ― △768 ― △496 ―
30年３月期第３四半期 37,497 3.0 △470  ― 402 △57.0 657 △9.0

前年同四半期末 当四半期末
増減 率(％)

(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)

お客さま戸数 410,097 411,253 1,156 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12月31日)
(平成30年４月１日～
平成30年12月31日)

家庭用 63 61 △2 △3.3

業務用 商業用 33 32 △0 △2.8

公用及び
医療用

26 26 △0 △2.8

工業用 193 242 49 25.6

計 253 301 47 18.9

卸供給等 40 57 16 42.1

合計 356 419 62 17.6

３．（参考）個別業績の概要

（１）平成31年３月期第３四半期の個別業績(平成30年４月１日～平成30年12月31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)
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