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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 35,660 1.8 1,107 ― 1,333 ― 617 ―
24年3月期第2四半期 35,039 2.5 △388 ― △172 ― △224 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 336百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △367百万円 （―％）

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2四半期 10.49 ―
24年3月期第2四半期 △3.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 85,378 31,833 35.4
24年3月期 91,135 31,656 33.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  30,231百万円 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2Q 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2Q 3,052,429 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2Q 58,862,976 株 24年3月期2Q 59,458,250 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２四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1.8％増加の35,660百万円となりました。 

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1,107百万円(前年同四

半期は388百万円の損失)、これに営業外損益を加えた経常利益は1,333百万円(前年同四半期は172百万

円の損失)、四半期純利益は617百万円(前年同四半期は224百万円の損失)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

減少や売掛債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ5,757百万円減少の85,378百万円となりまし

た。 

負債につきましては、有利子負債の減少等により、前連結会計年度末に比べ5,934百万円減少の

53,545百万円となりました。 

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177百万円増加の31,833百万円となりました。 

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、35.4％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２四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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 17,832 17,055

供給設備 26,448 26,224

業務設備 3,703 3,810

その他の設備 6,417 6,416

建設仮勘定 1,643 1,378

有形固定資産合計 56,045 54,886

無形固定資産 84 77

投資その他の資産   

投資有価証券 6,776 6,499

その他投資 3,653 3,977

貸倒引当金 △888 △888

投資その他の資産合計 9,541 9,588

固定資産合計 65,672 64,551

流動資産   

現金及び預金 7,184 7,771

受取手形及び売掛金 7,034 6,263

商品及び製品 866 737

原材料及び貯蔵品 4,280 4,458

その他流動資産 6,384 1,873

貸倒引当金 △287 △276

流動資産合計 25,463 20,826

資産合計 91,135 85,378
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

固定負債   

社債 16,000 16,000

長期借入金 15,250 11,795

退職給付引当金 2,508 2,371

役員退職慰労引当金 311 327

ガスホルダー修繕引当金 383 410

資産除去債務 99 100

その他固定負債 238 215

固定負債合計 34,793 31,222

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 3,897 6,537

支払手形及び買掛金 6,599 5,337

短期借入金 2,000 1,000

未払法人税等 641 696

循環取引損失引当金 279 －

コマーシャル・ペーパー 3,500 2,000

その他流動負債 7,768 6,751

流動負債合計 24,686 22,322

負債合計 59,479 53,545

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,291 3,291

資本剰余金 945 940

利益剰余金 25,783 26,224

自己株式 △898 △864

株主資本合計 29,122 29,592

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 932 614

繰延ヘッジ損益 87 24

その他の包括利益累計額合計 1,020 639

少数株主持分 1,513 1,601

純資産合計 31,656 31,833

負債純資産合計 91,135 85,378
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 35,039 35,660

売上原価 24,172 23,568

売上総利益 10,866 12,092

供給販売費及び一般管理費 11,254 10,985

営業利益又は営業損失（△） △388 1,107

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 117 55

持分法による投資利益 155 157

雑収入 317 346

営業外収益合計 592 560

営業外費用   

支払利息 312 285

雑支出 64 48

営業外費用合計 376 334

経常利益又は経常損失（△） △172 1,333

特別損失   

減損損失 19 －

投資有価証券評価損 － 44

特別損失合計 19 44

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（△）

△191 1,288

法人税、住民税及び事業税 278 429

法人税等調整額 △287 141

法人税等合計 △8 570

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（△）

△182 718

少数株主利益 41 100

四半期純利益又は四半期純損失（△） △224 617
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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（△）

△182 718

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △68 △318

繰延ヘッジ損益 △115 △62

その他の包括利益合計 △184 △381

四半期包括利益 △367 336

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △408 236

少数株主に係る四半期包括利益 41 100
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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54百万円は、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２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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102百万円は、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 26,230 7,548 33,778 1,260 35,039 ― 35,039

セグメント間の内部売上高
又は振替高

305 66 371 674 1,046 △1,046 ―

計 26,535 7,614 34,150 1,935 36,085 △1,046 35,039

セグメント利益又は損失(△) △910 420 △489 46 △442 54 △388

(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 27,669 7,281 34,950 710 35,660 ― 35,660

セグメント間の内部売上高
又は振替高

524 87 612 677 1,290 △1,290 ―

計 28,194 7,368 35,562 1,388 36,950 △1,290 35,660

セグメント利益又は損失(△) 635 400 1,035 △30 1,005 102 1,107

（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２四半期の個別業績(平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第２四半期 27,998 6.5 477 － 824 － 466 340.4

24年３月期第２四半期 26,298 4.6 △1,031 － △742 － 105 △74.3

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９月30日) (平成24年９月30日)

お客さま戸数 417,969 414,938 △3,031 △0.7

(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９月30日)
(平成24年４月１日～
平成24年９月30日)

家庭用 42 40 △2 △5.3

業務用 商業用 25 24 △0 △2.6

公用及び 
医療用

19 18 △0 △3.9

工業用 137 131 △6 △5.0

計 182 174 △8 △4.5

卸供給等 25 23 △1 △6.8

合計 251 238 △12 △4.9
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