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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6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 ％

30年3月期第1四半期 17,408 1.6 1,270 △37.3 1,453 △34.5 910 △77.9

29年3月期第1四半期 17,134 △15.6 2,026 △28.0 2,220 △25.0 4,113 122.6

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　1,296百万円 （△55.8％） 29年3月期第1四半期　　2,934百万円 （17.1％）

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

30年3月期第1四半期 13.41 ―

29年3月期第1四半期 60.74 ―

(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 ％

30年3月期第1四半期 100,840 49,344 46.3

29年3月期 102,363 48,345 44.8

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 46,727百万円 29年3月期 45,825百万円

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

29年3月期 ― 3.50 ― 4.50 8.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 4.00 ― 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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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 72,000 2.9 2,800 △26.6 3,100 △28.1 2,100 △62.2 30.94

（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） 30年3月期1Q 67,998,590 株 29年3月期 67,998,590 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 73,552 株 29年3月期 127,452 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 67,878,769 株 29年3月期1Q 67,719,921 株

※四半期決算短信は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30年3月期の個別業績予想(平成29年4月1日～平成30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

(％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 54,500 3.8 750 △41.6 2,100 △26.9 1,600 △24.2 23.57
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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１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ1.6％増加の17,408百万円となりました。

利益については、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37.3％減少の1,270百万円、これに営

業外損益を加えた経常利益は34.5％減少の1,453百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益については、前年同四

半期に特別利益の計上があったことにより77.9％減少の910百万円となりました。

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。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,522百万円

減少の100,840百万円となりました。

負債は、仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,521百万円減少の51,496百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ998百万円増加の49,344百万円となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、46.3％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30年３月期の通期の業績予想につきましては、平成29年５月12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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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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 17,595 17,114

供給設備 29,726 30,408

業務設備 4,313 4,240

その他の設備 8,834 7,820

建設仮勘定 2,814 3,340

有形固定資産合計 63,284 62,924

無形固定資産 1,023 989

投資その他の資産

投資有価証券 8,782 9,271

長期貸付金 109 100

繰延税金資産 1,764 1,614

その他投資 6,131 6,004

貸倒引当金 △227 △227

投資その他の資産合計 16,561 16,763

固定資産合計 80,869 80,676

流動資産

現金及び預金 9,069 7,865

受取手形及び売掛金 5,844 4,522

商品及び製品 818 694

原材料及び貯蔵品 3,226 4,216

繰延税金資産 586 497

その他流動資産 1,986 2,380

貸倒引当金 △39 △12

流動資産合計 21,493 20,163

資産合計 102,363 100,840
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

固定負債

社債 17,500 17,500

長期借入金 15,155 13,066

役員退職慰労引当金 482 403

ガスホルダー修繕引当金 376 395

保安対策引当金 555 502

器具保証引当金 182 178

退職給付に係る負債 4,659 4,527

資産除去債務 110 111

その他固定負債 405 455

固定負債合計 39,429 37,140

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 2,918 4,932

支払手形及び買掛金 5,729 4,857

短期借入金 － 50

未払法人税等 450 418

コマーシャル・ペーパー 500 －

その他流動負債 4,989 4,097

流動負債合計 14,588 14,355

負債合計 54,017 51,496

純資産の部

株主資本

資本金 5,181 5,181

資本剰余金 1,141 1,141

利益剰余金 38,181 38,786

自己株式 △54 △31

株主資本合計 44,449 45,077

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,552 2,869

繰延ヘッジ損益 △63 △171

退職給付に係る調整累計額 △1,113 △1,048

その他の包括利益累計額合計 1,375 1,649

非支配株主持分 2,520 2,616

純資産合計 48,345 49,344

負債純資産合計 102,363 100,840
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

売上高 17,134 17,408

売上原価 9,121 9,992

売上総利益 8,012 7,416

供給販売費及び一般管理費 5,986 6,146

営業利益 2,026 1,270

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 86 90

持分法による投資利益 87 68

雑収入 162 168

営業外収益合計 337 327

営業外費用

支払利息 64 57

雑支出 79 86

営業外費用合計 144 144

経常利益 2,220 1,453

特別利益

債務免除益 2,105 －

特別利益合計 2,105 －

税金等調整前四半期純利益 4,326 1,453

法人税、住民税及び事業税 253 278

法人税等調整額 △150 152

法人税等合計 103 431

四半期純利益 4,222 1,022

非支配株主に帰属する四半期純利益 109 111

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,113 910
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

四半期純利益 4,222 1,022

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △486 317

繰延ヘッジ損益 △868 △108

退職給付に係る調整額 66 65

その他の包括利益合計 △1,288 274

四半期包括利益 2,934 1,296

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,825 1,185

非支配株主に係る四半期包括利益 109 111
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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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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154百万円は、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１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６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83百万円は、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。

(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 13,042 3,741 16,783 350 17,134 － 17,134

セグメント間の内部売上高
又は振替高

247 41 288 126 415 △415 －

計 13,289 3,782 17,072 476 17,549 △415 17,134

セグメント利益又は損失(△) 1,498 479 1,978 △105 1,872 154 2,026

(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 12,916 3,944 16,861 547 17,408 － 17,408

セグメント間の内部売上高
又は振替高

300 6 306 185 492 △492 －

計 13,217 3,951 17,168 732 17,901 △492 17,408

セグメント利益又は損失(△) 853 421 1,274 △87 1,187 83 1,270

広島ガス㈱　（9535）　平成30年３月期　第１四半期決算短信

－8－



３．（参考）個別業績の概要

（１）平成30年３月期第１四半期の個別業績(平成29年４月１日～平成29年６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 ％

30年３月期第１四半期 12,425 △0.7 376 △62.0 850 △41.8 687 △38.3
29年３月期第１四半期 12,518 △19.6 991 △47.4 1,460 △31.6 1,113 △19.0

前年同四半期末 当四半期末
増減 率(％)

(平成28年６月30日) (平成29年６月30日)

お客さま戸数 407,721 409,919 2,198 0.5

前年同四半期 当四半期
増減 率(％)(平成28年４月１日～

平成28年６月30日)
(平成29年４月１日～
平成29年６月30日)

家庭用 25 25 0 1.8

業務用 商業用 9 9 0 4.3

公用及び
医療用

7 7 0 0.9

工業用 60 59 △0 △1.6

計 76 76 △0 △0.6

卸供給等 12 12 0 0.9

合計 114 114 0 0.1

広島ガス㈱　（9535）　平成30年３月期　第１四半期決算短信

－9－


	平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（サマリー）
	平成30年3月期第1四半期決算短信（添付資料）



