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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第165期

第２四半期
連結累計期間

第166期
第２四半期
連結累計期間

第165期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年９月30日

自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 36,156 38,427 81,842

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △173 1,071 2,509

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(百万円) △285 555 1,971

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △270 983 292

純資産額 (百万円) 50,390 51,439 50,712

総資産額 (百万円) 105,391 99,285 104,935

１株当たり四半期(当期)純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

(円) △4.22 8.20 29.14

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 45.2 49.0 45.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,792 3,009 4,897

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,417 △3,405 △6,466

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,062 △854 1,231

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 8,639 7,186 8,449
 

 

回次
第165期

第２四半期
連結会計期間

第166期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年７月１日
至 2018年９月30日

自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

１株当たり四半期純損失(△) (円) △10.54 △7.17
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

重要な変更はない。

 また、主要な関係会社についても異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はない。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間の売上高は、原料費調整によるガス販売単価の上昇や卸供給等の販売量の増加等によ

り、前年同四半期に比べ6.3％増加の38,427百万円となった。

利益については、売上高の増加等により、営業利益は前年同四半期に比べ1,214百万円増加の860百万円、これに

営業外損益を加えた経常利益は1,245百万円増加の1,071百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は841百万円

増加の555百万円となった。

 
セグメントごとの経営成績は、次のとおりである。

① ガス事業

当第２四半期連結累計期間の都市ガス販売量は、卸供給先の既存需要家への販売量の増加等により、前年同四

半期に比べ1.0％増加の276百万ｍ
3
となった。

売上高は、原料費調整によるガス販売単価の上昇や販売量の増加等により、前年同四半期に比べ8.5％増加の

30,584百万円、セグメント利益(営業利益)は1,002百万円増加の350百万円となった。

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る。

 
② ＬＰＧ事業

売上高は、販売単価の低下等により、前年同四半期に比べ3.8％減少の7,397百万円となったが、セグメント利

益(営業利益)は27.7％増加の355百万円となった。

 
③ その他

その他は、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

業等を含んでいる。

売上高は、建設工事の増加等により、前年同四半期に比べ16.9％増加の1,648百万円、セグメント損失(営業損

失)は、33百万円となった。

 

当第２四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5,650百万

円減少の99,285百万円となった。

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6,377百万円減少の47,845百万円となった。

純資産は、繰延ヘッジ損失の減少や利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ726百万円増加の

51,439百万円となった。

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、49.0％となった。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,263百万円減少の

7,186百万円となった。
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(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動における資金収支は、前年同四半期に比べ4,802百万円増加の3,009百万円となった。これは、主にたな

卸資産が減少したことによるものである。
 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動における資金収支は、前年同四半期並みの△3,405百万円となった。
 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動における資金収支は、前年同四半期に比べ5,917百万円減少の△854百万円となった。これは、主に前期

に社債の発行による収入があったことによるものである。

 
(3) 経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、会社の経営方針及び経営戦略について重要な変更はない。

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はない。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次

のとおりである。

 
　(株式会社の支配に関する基本方針)

① 基本方針の内容の概要

当社は、株主に関する基本的在り方として、株主は市場での自由な取引によって決まるべきものであり、当

社株式に対する公開買付けについても、公開買付けの実施、また同公開買付けに応じるか否かの決定は、原則

として株主の皆さまの自由な判断によるべきものと考えている。

他方で、当社の事業は、都市ガス等の安定的かつ安全な供給を実現するため、極めて公共性の高い社会的責

任を有しており、お客さまによる当社製品及びサービスの利用を獲得維持するためには、当社に対する信頼が

不可欠となる。また、当社事業の公共性等を考慮すると、長期的視点での事業計画が必要であり、短期的利益

を追い求めるような経営は許されないと考える。特に都市ガスの安定的かつ安全な供給を目的とする当社の事

業を継続するためには、人的・物的資源の維持、発展が不可欠であり、全てのステークホルダーに対する配慮

がない限り、当社の企業価値は損なわれることになる。

株式の大規模買付行為の中には、その目的等からして企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうも

の、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆さまに対して当該買付行

為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値・株主

共同の利益に資さないものも想定される。

当社は、このように当社株式の大規模買付行為を行う者が明らかに当社の株主全体の利益に反し、又は都市

ガス等の安定的かつ安全な供給を妨げるものである場合には、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

として適切でないと判断し、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を確保する必要があると考える。

 
② 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

当社グループは、2018年10月に「広島ガスグループ2030年ビジョン」を策定し、当社グループの将来に向け

た方向性と、そこに至る道筋を示した。

2019年度中期経営計画では、エネルギー市場自由化等の環境変化を好機と捉え、エネルギー基本計画を踏ま

えたグループ戦略を推進するとともに、当社グループ経営に共感していただける感動を追求・発信すること

で、地域社会と共に発展する企業グループを目指していく。

本中期経営計画を着実に推進することにより、厳しい経営環境下においても利益を確保できる経営基盤を確

立し、企業価値の更なる向上に努め、株主の皆さまへの利益還元を行っていく。
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③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの概要

当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断

するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討

のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な

措置を講じていく。

 
④ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記②及び③の取組みは、上記①の基本方針に沿っており、また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

に合致するものであり、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えている。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は76百万円である。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 240,000,000

計 240,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 67,998,590 67,998,590
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

計 67,998,590 67,998,590 ― ―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はない。

　　

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はない。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年９月30日 ― 67,998,590 ― 5,181 ― 871
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(5) 【大株主の状況】

2019年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

岩谷産業株式会社 大阪市中央区本町三丁目６番４号 7,607 11.18

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 3,855 5.66

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町一丁目３番８号 2,840 4.17

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 2,376 3.49

広島電鉄株式会社 広島市中区東千田町二丁目９番29号 1,860 2.73

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,782 2.62

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 1,780 2.61

西部瓦斯株式会社 福岡市博多区千代一丁目17番１号 1,420 2.08

千田興業株式会社 広島市中区千田町一丁目８番３号 1,381 2.03

広島ガス自社株投資会 広島市南区皆実町二丁目７番１号 1,245 1.83

計 ― 26,148 38.45
 

(注)　株式会社広島銀行の所有株式数には、株式会社広島銀行が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株

式2,430千株(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合3.57％)を含んでいる(株主名簿

上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・広島銀行口)」であるが、当該株式

は、信託約款の定めにより、株式会社広島銀行が議決権の指図権を留保している)。　
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 1,400
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 67,970,600 679,706 ―

単元未満株式 普通株式 26,590 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数  67,998,590 ― ―

総株主の議決権 ― 679,706 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式70株が含まれている。

 

② 【自己株式等】

2019年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
広島ガス株式会社

広島市南区皆実町
二丁目７番１号

1,400 ― 1,400 0.00

計 ― 1,400 ― 1,400 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。

 

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

四半期報告書

 8/21



第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に準拠して作成している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2019年７月１日から2019年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１ 【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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部   

 固定資産   

  有形固定資産   

   製造設備 15,680 15,364

   供給設備 31,994 31,352

   業務設備 4,130 4,054

   その他の設備 7,913 7,944

   建設仮勘定 3,294 3,252

   有形固定資産合計 63,012 61,968

  無形固定資産 988 930

  投資その他の資産   

   投資有価証券 7,835 7,727

   長期貸付金 4 4

   繰延税金資産 1,951 1,833

   その他投資 5,258 5,126

   貸倒引当金 △143 △143

   投資その他の資産合計 14,906 14,548

  固定資産合計 78,907 77,447

 流動資産   

  現金及び預金 10,436 9,196

  受取手形及び売掛金 8,029 5,726

  商品及び製品 863 671

  原材料及び貯蔵品 4,419 4,101

  その他流動資産 2,304 2,167

  貸倒引当金 △25 △24

  流動資産合計 26,028 21,837

 資産合計 104,935 99,285
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部   

 固定負債   

  社債 23,000 23,000

  長期借入金 11,458 10,901

  役員退職慰労引当金 337 296

  ガスホルダー修繕引当金 365 397

  保安対策引当金 600 512

  器具保証引当金 280 269

  退職給付に係る負債 2,082 1,797

  資産除去債務 114 116

  その他固定負債 307 286

  固定負債合計 38,546 37,577

 流動負債   

  1年以内に期限到来の固定負債 1,623 1,606

  支払手形及び買掛金 7,806 3,827

  未払法人税等 330 441

  その他流動負債 5,916 4,391

  流動負債合計 15,676 10,267

 負債合計 54,223 47,845

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,181 5,181

  資本剰余金 1,149 1,149

  利益剰余金 41,529 41,813

  自己株式 △104 △72

  株主資本合計 47,756 48,071

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,700 1,598

  繰延ヘッジ損益 △784 △452

  退職給付に係る調整累計額 △651 △607

  その他の包括利益累計額合計 263 538

 非支配株主持分 2,693 2,829

 純資産合計 50,712 51,439

負債純資産合計 104,935 99,285
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 36,156 38,427

売上原価 24,341 25,430

売上総利益 11,814 12,996

供給販売費及び一般管理費 ※１  12,169 ※１  12,136

営業利益又は営業損失（△） △354 860

営業外収益   

 受取利息 1 1

 受取配当金 99 88

 持分法による投資利益 65 63

 ＣＮＧ販売収益 79 77

 雑収入 153 155

 営業外収益合計 399 385

営業外費用   

 支払利息 102 87

 社債発行費償却 45 －

 雑支出 70 86

 営業外費用合計 218 174

経常利益又は経常損失（△） △173 1,071

特別損失   

 投資有価証券評価損 － 37

 特別損失合計 － 37

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（△）

△173 1,033

法人税、住民税及び事業税 336 335

法人税等調整額 △368 △9

法人税等合計 △31 325

四半期純利益又は四半期純損失（△） △142 708

非支配株主に帰属する四半期純利益 143 152

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（△）

△285 555
 

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

四半期報告書

12/21



【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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △142 708

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △189 △100

 繰延ヘッジ損益 0 332

 退職給付に係る調整額 60 43

 その他の包括利益合計 △128 275

四半期包括利益 △270 983

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △413 830

 非支配株主に係る四半期包括利益 142 152
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△173 1,033

 減価償却費 3,598 3,598

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △196 △220

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △0

 受取利息及び受取配当金 △101 △89

 支払利息 102 87

 投資有価証券評価損益（△は益） － 37

 持分法による投資損益（△は益） △65 △63

 売上債権の増減額（△は増加） 814 2,302

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,426 510

 仕入債務の増減額（△は減少） △742 △3,978

 未払消費税等の増減額（△は減少） △325 200

 その他 △2,814 △117

 小計 △1,338 3,300

 利息及び配当金の受取額 110 97

 利息の支払額 △104 △88

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △459 △300

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,792 3,009

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 △1 △0

 投資有価証券の売却による収入 － 20

 有形固定資産の取得による支出 △3,341 △3,381

 有形固定資産の売却による収入 8 37

 貸付けによる支出 △7 －

 貸付金の回収による収入 54 50

 子会社株式の取得による支出 △30 －

 長期前払費用の取得による支出 △68 △89

 その他 △32 △43

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,417 △3,405

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 2,500 －

 長期借入金の返済による支出 △2,562 △568

 社債の発行による収入 7,954 －

 社債の償還による支出 △2,500 －

 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 27 31

 配当金の支払額 △271 △271

 非支配株主への配当金の支払額 △15 △16

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△39 －

 その他 △29 △28

 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,062 △854

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166 △1,263

現金及び現金同等物の期首残高 8,806 8,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  8,639 ※  7,186
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)

(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いる。
 

 

(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い

当社は、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っている。
 

(1) 取引の概要

当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、従業員持株会である

広島ガス自社株投資会(以下「本投資会」という。)への安定的な株式供給及び当社のコーポレート・ガバナン

ス向上を目的として、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(以下「本プラン」という。)を導入してい

る。

本プランでは、当社が信託銀行に「広島ガス自社株投資会専用信託」(以下「従持信託」という。)を設定

し、従持信託は、設定後３年間にわたり本投資会が取得すると見込まれる数の当社株式を、借入金を原資とし

て、予め取得し、毎月一定日に本投資会に対して当社株式を売却する。信託終了時点で従持信託内に当社株価

の上昇による株式売却益相当額が累積した場合には、受益者適格要件を満たす本投資会会員に分配される。な

お、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落により従

持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債

がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することとなる。
 

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株

式として計上している。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度103百万円、266千株、当第２

四半期連結会計期間72百万円、186千株である。
 

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度108百万円、当第２四半期連結会計期間80百万円
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(四半期連結貸借対照表関係)

１　偶発債務

(1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っている。

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

海田バイオマスパワー㈱ 6,250百万円 11,650百万円

MAPLE LNG TRANSPORT INC. 2,189百万円 2,067百万円

合計 8,439百万円 13,717百万円
 

 

(2) 債務履行引受契約

社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりである。

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

第７回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

5,000百万円 5,000百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のとおりである。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

給料 2,567百万円 2,624百万円

退職給付費用 127百万円 93百万円

役員退職慰労引当金繰入額 12百万円 6百万円

ガスホルダー修繕引当金繰入額 24百万円 21百万円

貸倒引当金繰入額 6百万円 4百万円

減価償却費 2,725百万円 2,729百万円
 

 

２ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)及び

当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

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、季節的変動があり、冬期に多く

の売上が計上される。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りである。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

現金及び預金 10,628百万円 9,196百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,988百万円 △2,009百万円

現金及び現金同等物 8,639百万円 7,186百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年５月11日

取締役会
普通株式 271 4.00 2018年３月31日 2018年６月６日 利益剰余金

 

 
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年11月７日

取締役会
普通株式 271 4.00 2018年９月30日 2018年12月３日 利益剰余金

 

(注) １　2018年５月11日決議の配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1百万円を含んでい

る。

２　2018年11月７日決議の配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1百万円を含んでい

る。

 

当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月10日 

取締役会
普通株式 271 4.00 2019年３月31日 2019年６月５日 利益剰余金

 

 
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月８日

取締役会
普通株式 305 4.50 2019年９月30日 2019年12月２日 利益剰余金

 

(注) １　2019年５月10日決議の配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1百万円を含んでい

る。

２　2019年11月８日決議の配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金0百万円を含んでい

る。

３　2019年11月８日決議の１株当たり配当額は、創立110周年記念配当0.50円を含んでいる。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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

      (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 27,625 7,659 35,284 871 36,156 － 36,156

セグメント間の内部売上高
又は振替高

553 27 580 538 1,119 △1,119 －

計 28,178 7,686 35,865 1,410 37,275 △1,119 36,156

セグメント利益又は損失(△) △652 277 △374 △66 △440 86 △354
 

(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いる。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額86百万円は、連結消去等である。

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いる。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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

      (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 30,117 7,316 37,433 993 38,427 － 38,427

セグメント間の内部売上高
又は振替高

467 81 548 654 1,203 △1,203 －

計 30,584 7,397 37,982 1,648 39,630 △1,203 38,427

セグメント利益又は損失(△) 350 355 705 △33 671 188 860
 

(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いる。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額188百万円は、連結消去等である。

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いる。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、次のとおりである。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

△4円22銭 8円20銭

(算定上の基礎)   

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(△)(百万円)

△285 555

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る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(△)(百万円)

△285 555

普通株式の期中平均株式数(株) 67,610,623 67,765,595
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２ 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益又

は１株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は

前第２四半期連結累計期間386,775株、当第２四半期連結累計期間231,529株である。

 

２ 【その他】

2019年11月８日開催の取締役会において、2019年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり

中間配当を行うことを決議した。

 

①　配当金の総額 305百万円

②　１株当たりの配当額 4円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2019年12月２日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2019年11月８日

広島ガス株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　江　　友　　樹 印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森　　島　　拓　　也 印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている広島ガス株式会

社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(2019年７月１日から2019年９月

30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、広島ガス株式会社及び連結子会社の2019年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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