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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 34,186 5.4 1,408 △23.8 1,590 △13.5 798 △37.3
22年3月期第2四半期 32,435 △13.2 1,847 ― 1,839 ― 1,273 ―

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

23年3月期第2四半期 13.47 ―
22年3月期第2四半期 21.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 88,869 30,379 32.3 483.74
22年3月期 93,754 30,121 30.5 482.08

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  28,722百万円 22年3月期  28,560百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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

22年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
23年3月期 ― 3.00
23年3月期 
（予想） ― 3.00 6.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 73,000 3.5 2,900 △5.5 3,000 △3.4 1,700 △18.4 28.65



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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おりません。 
 
 
※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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 P.２ 「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 61,995,590株 22年3月期 61,995,590株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q 2,620,603株 22年3月期 2,751,410株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 59,285,201株 22年3月期2Q 59,026,253株
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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1,751百万
円増加(＋5.4％)の34,186百万円となりました。 
利益につきましては、ガス販売量の増加はありましたものの、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439百万円減少(△23.8％)の1,408百万円、これに営業外損益
を加えた経常利益は248百万円減少(△13.5％)の1,590百万円、四半期純利益は474百万円減少(△
37.3％)の798百万円となりました。 
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２四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
減少や季節要因による売掛債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ4,884百万円減少(△5.2％)の
88,869百万円となりました。 
負債につきましては、支払債務の減少等により、5,142百万円減少(△8.1％)の58,489百万円となりま

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、258百万円増加(＋

0.9％)の30,379百万円となりました。 
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、32.3％となりました。 

  

平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、平成22年10月19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。 
  

連結子会社において、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づ
く年間償却予定額を期間按分する方法によっております。 
なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て計算する方法によっております。 

当社及び主要な連結子会社において、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項
目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。 

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。 

  

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月10
日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成
20年３月10日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 
なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年
３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20
年３月31日)を適用しております。 
なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は96百万円であります。 

1. 当四半期の連結業績等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. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 簡便な会計処理

(ⅰ) 固定資産の減価償却の算定方法

(ⅱ) 法人税等の算定方法

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 19,966 20,756

供給設備 27,839 28,989

業務設備 3,410 3,533

その他の設備 6,867 6,982

建設仮勘定 596 492

有形固定資産合計 58,681 60,755

無形固定資産 872 1,179

投資その他の資産

投資有価証券 6,600 6,969

その他投資 2,998 2,910

貸倒引当金 △155 △173

投資その他の資産合計 9,444 9,706

固定資産合計 68,997 71,641

流動資産

現金及び預金 8,763 9,323

受取手形及び売掛金 5,708 7,213

商品及び製品 791 965

原材料及び貯蔵品 2,743 2,256

その他流動資産 2,181 2,672

貸倒引当金 △316 △318

流動資産合計 19,871 22,112

資産合計 88,869 93,754
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

固定負債

社債 16,000 16,000

長期借入金 20,687 20,414

退職給付引当金 2,828 2,929

役員退職慰労引当金 310 311

ガスホルダー修繕引当金 485 461

資産除去債務 97 －

その他固定負債 309 351

固定負債合計 40,717 40,468

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 5,184 5,315

支払手形及び買掛金 3,875 5,675

短期借入金 19 19

未払法人税等 607 750

循環取引損失引当金 378 378

その他流動負債 7,706 11,025

流動負債合計 17,772 23,164

負債合計 58,489 63,632

純資産の部

株主資本

資本金 3,291 3,291

資本剰余金 956 965

利益剰余金 24,418 23,827

自己株式 △771 △810

株主資本合計 27,895 27,274

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 845 1,137

繰延ヘッジ損益 △18 148

評価・換算差額等合計 826 1,285

少数株主持分 1,657 1,561

純資産合計 30,379 30,121

負債純資産合計 88,869 93,754
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 32,435 34,186

売上原価 19,412 21,782

売上総利益 13,022 12,404

供給販売費及び一般管理費 11,175 10,995

営業利益 1,847 1,408

営業外収益

受取利息 3 1

受取配当金 48 59

持分法による投資利益 132 208

熱量変更支援収入 112 －

雑収入 270 336

営業外収益合計 567 606

営業外費用

支払利息 407 344

雑支出 168 79

営業外費用合計 575 423

経常利益 1,839 1,590

特別利益

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 － 18

特別利益合計 － 19

特別損失

投資有価証券評価損 5 126

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 60 －

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 65 147

税金等調整前四半期純利益 1,774 1,462

法人税、住民税及び事業税 370 337

法人税等調整額 △10 217

法人税等合計 360 554

少数株主損益調整前四半期純利益 － 907

少数株主利益 140 108

四半期純利益 1,273 798
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,774 1,462

減価償却費 3,769 3,673

退職給付引当金の増減額（△は減少） △145 △101

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 △20

保安対策引当金の増減額（△は減少） △17 －

受取利息及び受取配当金 △51 △61

支払利息 407 344

持分法による投資損益（△は益） △132 △208

投資有価証券評価損益（△は益） 5 126

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21

売上債権の増減額（△は増加） 2,641 1,504

たな卸資産の増減額（△は増加） 77 △312

仕入債務の増減額（△は減少） △2,618 △1,799

未払消費税等の増減額（△は減少） △178 △123

その他 △145 △1,297

小計 5,405 3,207

利息及び配当金の受取額 53 62

利息の支払額 △409 △331

法人税等の支払額 △808 △456

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,241 2,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △17 △67

投資有価証券の売却による収入 － 61

有形固定資産の取得による支出 △1,732 △1,448

有形固定資産の売却による収入 8 9

貸付けによる支出 △3 △3

貸付金の回収による収入 7 10

長期前払費用の取得による支出 △43 △41

その他 △106 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,886 △1,514
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,000 －

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 4,000 △1,500

長期借入れによる収入 3,000 1,000

長期借入金の返済による支出 △950 △862

社債の償還による支出 △3,000 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 29 29

配当金の支払額 △147 △206

少数株主への配当金の支払額 △12 △12

その他 △12 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,094 △1,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,260 △601

現金及び現金同等物の期首残高 7,408 8,491

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,669 7,889
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該当事項はありません。 

  

(事業の種類別セグメント情報) 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
  

(セグメント情報) 

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

① 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可

能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対

象となっているものであります。 

当社グループは、主に都市ガス事業とＬＰＧ事業を行っており、商品・サービス別のセグメント

である「ガス事業」及び「ＬＰＧ事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「ガス事業」は都市ガスの製造・供給及び販売、ガス機器の販売及びガス設備工事等を行ってお

り、「ＬＰＧ事業」はＬＰＧの販売等を行っております。 

  

② 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 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 
(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177百万円は、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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

ガス事業 
(百万円)

工事・器具
事業 

(百万円)

ＬＰＧ事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

21,948 2,322 5,026 3,138 32,435 ― 32,435

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

7 110 16 1,187 1,322 (1,322) ―

計 21,955 2,432 5,042 4,326 33,757 (1,322) 32,435

営業利益又は営業損失(△) 2,562 △30 1,088 353 3,975 (2,127) 1,847

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 25,410 7,129 32,540 1,646 34,186 ― 34,186

セグメント間の内部売上高
又は振替高

156 63 220 325 545 △545 ―

計 25,567 7,193 32,760 1,971 34,732 △545 34,186

セグメント利益又は損失(△) 854 428 1,282 △51 1,230 177 1,408

(6) 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) 

 
  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

4. (参考) 個別業績の概要

(1) 平成23年３月期第２四半期の個別業績(平成22年４月１日～平成22年９月30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 ％

23年３月期第２四半期 25,132 6.6 719 △8.7 804 △0.9 413 △25.6

22年３月期第２四半期 23,571 △10.8 787 ― 812 ― 555 ―

② 個別ガス販売実績等(累計)

(ⅰ) お客さま戸数

当四半期末 前年同四半期末
増減 率(％)

(平成22年９月30日) (平成21年９月30日)

お客さま戸数 421,137 424,203 △3,066 △0.7

(ⅱ) ガス販売量

当四半期 前年同四半期
増減 率(％)(平成22年４月１日～

平成22年９月30日)
(平成21年４月１日～
平成21年９月30日)

家庭用 42 41 1 2.5

業務用 商業用 26 26 0 2.5

公用及び 
医療用

19 16 2 17.1

工業用 135 129 6 5.0

計 181 171 9 5.8

卸供給等 23 21 1 7.3

合計 247 234 12 5.3

(2) 平成23年３月期の個別業績予想(平成22年４月１日～平成23年３月31日)

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 54,000 5.6 1,700 23.6 1,800 22.7 1,400 46.1 23.60
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