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

23年3月期第3四半期 51,098 4.7 1,832 20.9 1,968 28.0 1,507 47.1
22年3月期第3四半期 48,827 △14.5 1,515 ― 1,537 ― 1,024 ―

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3四半期 25.42 ―
22年3月期第3四半期 17.35 ―

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3四半期 88,844 30,810 32.9 492.65
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3四半期  29,254百万円 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  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

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  有   

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 3,400 10.8 3,500 12.7 2,100 0.8 35.39



(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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.３「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3Q 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3Q 2,613,803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3Q 59,316,004株 22年3月期3Q 59,057,502株
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当第３四半期連結累計期間の売上高は、原料費調整制度に基づく料金単価の上昇及びガス販売量の増
加等により、前年同四半期に比べ2,271百万円増加(＋4.7％)の51,098百万円となりました。 
利益につきましては、ガス売上高の増加等により、営業利益は前年同四半期に比べ317百万円増加(＋

20.9％)の1,832百万円、これに営業外損益を加えた経常利益は431百万円増加(＋28.0％)の1,968百万
円、四半期純利益は483百万円増加(＋47.1％)の1,507百万円となりました。 
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、減価償却の進捗に伴う有形固定資産の
減少等により、前連結会計年度末に比べ4,909百万円減少(△5.2％)の88,844百万円となりました。 
負債につきましては、有利子負債や支払債務の減少等により、5,597百万円減少(△8.8％)の58,034百

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、688百万円増加(＋

2.3％)の30,810百万円となりました。 
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、32.9％となりました。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成22年10月19日に公表した業績予想を修正いたします。 
連結業績予想につきましては、売上高は73,000百万円と前回発表予想からの変更はありませんが、円

高の影響に伴うガス粗利益の増加等により、営業利益は500百万円増加の3,400百万円、経常利益は500
百万円増加の3,500百万円、当期純利益は400百万円増加の2,100百万円となり、それぞれ前回発表予想
を上回る見込みであります。 
  
〔通期連結業績予想〕 

 
  
〔通期個別業績予想〕 

 
  

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

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

前回発表予想（Ａ） 73,000 2,900 3,000 1,700 28.65

今回発表予想（Ｂ） 73,000 3,400 3,500 2,100 35.39

増減額（Ｂ－Ａ） ― 500 500 400 ―――

増減率（%） ― 17.2 16.7 23.5 ―――

(ご参考)前期実績 70,524 3,067 3,106 2,083 35.26

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

前回発表予想（Ａ） 54,000 1,700 1,800 1,400 23.60

今回発表予想（Ｂ） 54,000 2,100 2,200 1,700 28.65

増減額（Ｂ－Ａ） ― 400 400 300 ―――

増減率（%） ― 23.5 22.2 21.4 ―――

(ご参考)前期実績 51,129 1,374 1,467 958 16.21
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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。 

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号  平成20年
12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)、「『研
究開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号  平成20年12月26日)、「事業分離等
に関する会計基準」(企業会計基準第7号  平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会
計基準第16号  平成20年12月26日公表分)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適
用指針」(企業会計基準適用指針第10号  平成20年12月26日)を適用しております。 

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

③ 「企業結合に関する会計基準」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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 19,561 20,756

供給設備 27,424 28,989

業務設備 3,461 3,533

その他の設備 6,818 6,982

建設仮勘定 652 492

有形固定資産合計 57,918 60,755

無形固定資産 717 1,179

投資その他の資産

投資有価証券 6,595 6,969

その他投資 3,025 2,910

貸倒引当金 △155 △173

投資その他の資産合計 9,465 9,706

固定資産合計 68,101 71,641

流動資産

現金及び預金 8,012 9,323

受取手形及び売掛金 6,224 7,213

商品及び製品 893 965

原材料及び貯蔵品 3,124 2,256

その他流動資産 2,794 2,672

貸倒引当金 △306 △318

流動資産合計 20,743 22,112

資産合計 88,844 93,754
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 19,595 20,414

退職給付引当金 2,781 2,929

役員退職慰労引当金 312 311

ガスホルダー修繕引当金 419 461

資産除去債務 97 －

その他固定負債 353 351

固定負債合計 39,559 40,468

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 4,086 5,315

支払手形及び買掛金 5,023 5,675

短期借入金 － 19

未払法人税等 288 750

循環取引損失引当金 378 378

その他流動負債 8,697 11,025

流動負債合計 18,475 23,164

負債合計 58,034 63,632

純資産の部

株主資本

資本金 3,291 3,291

資本剰余金 955 965

利益剰余金 24,949 23,827

自己株式 △769 △810

株主資本合計 28,427 27,274

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 772 1,137

繰延ヘッジ損益 54 148

評価・換算差額等合計 826 1,285

少数株主持分 1,555 1,561

純資産合計 30,810 30,121

負債純資産合計 88,844 93,754
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 48,827 51,098

売上原価 30,449 32,720

売上総利益 18,378 18,378

供給販売費及び一般管理費 16,863 16,545

営業利益 1,515 1,832

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 94 100

持分法による投資利益 173 194

熱量変更支援収入 123 －

雑収入 391 442

営業外収益合計 787 740

営業外費用

支払利息 592 513

雑支出 172 91

営業外費用合計 765 604

経常利益 1,537 1,968

特別利益

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 － 18

負ののれん発生益 － 79

特別利益合計 － 99

特別損失

投資有価証券評価損 5 －

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 21

税金等調整前四半期純利益 1,472 2,047

法人税、住民税及び事業税 448 302

法人税等調整額 △158 85

法人税等合計 290 387

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,659

少数株主利益 157 152

四半期純利益 1,024 1,507
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 1,472 2,047

減価償却費 5,703 5,546

負ののれん発生益 － △79

退職給付引当金の増減額（△は減少） △207 △148

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33 △30

保安対策引当金の増減額（△は減少） △19 －

受取利息及び受取配当金 △98 △103

支払利息 592 513

持分法による投資損益（△は益） △173 △194

投資有価証券評価損益（△は益） 5 －

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） 1,995 988

たな卸資産の増減額（△は増加） △782 △795

仕入債務の増減額（△は減少） 68 △651

未払消費税等の増減額（△は減少） △169 △95

その他 △166 △1,516

小計 8,252 5,500

利息及び配当金の受取額 100 105

利息の支払額 △492 △424

子会社の再生債務弁済による支出 － △558

法人税等の支払額 △938 △599

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,922 4,024

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 △138 △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 △2,761 △2,264

有形固定資産の売却による収入 9 11

貸付けによる支出 △6 △12

貸付金の回収による収入 13 12

長期前払費用の取得による支出 △68 △65

その他 △162 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,113 △2,343
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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） 8,000 △500

長期借入れによる収入 3,000 2,000

長期借入金の返済による支出 △3,961 △4,054

社債の償還による支出 △3,000 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 36 31

子会社の自己株式の取得による支出 － △65

配当金の支払額 △354 △385

少数株主への配当金の支払額 △12 △12

その他 △17 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △311 △3,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,497 △1,329

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 10,906 7,161
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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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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261百万円は、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

32,758 3,701 7,399 4,968 48,827 ― 48,827

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

9 179 26 1,921 2,136 (2,136) ―

計 32,768 3,880 7,425 6,889 50,964 (2,136) 48,827

営業利益 2,795 4 1,517 565 4,883 (3,367) 1,515

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 38,335 10,328 48,663 2,435 51,098 ― 51,098

セグメント間の内部売上高
又は振替高

234 109 344 639 983 △983 ―

計 38,570 10,437 49,008 3,074 52,082 △983 51,098

セグメント利益又は損失(△) 997 576 1,573 △3 1,570 261 1,832

(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 ： 有 

  

4. (参考) 個別業績の概要

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

23年３月期第３四半期 38,019 7.1 823 399.5 922 328.1 979 477.2

22年３月期第３四半期 35,510 △12.3 164 ― 215 ― 169 ―

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12月31日) (平成21年12月31日)

お客さま戸数 419,385 423,621 △4,236 △1.0

(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12月31日)
(平成21年４月１日～
平成21年12月31日)

家庭用 65 64 0 1.2

業務用 商業用 37 37 0 1.1

公用及び 
医療用

26 23 3 15.4

工業用 203 194 8 4.2

計 268 255 12 4.8

卸供給等 36 34 2 6.0

合計 370 355 15 4.2

(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 2,100 52.7 2,200 50.0 1,700 77.5 28.65
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