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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 48,947 5.0 2,236 0.9 2,450 △1.8 1,470 5.3
24年3月期 46,628 4.1 2,216 15.0 2,493 14.1 1,397 10.7

（注）包括利益 25年3月期 1,824百万円 （17.6％） 24年3月期 1,551百万円 （17.9％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 30.68 ― 3.7 4.2 4.6
24年3月期 29.14 ― 3.6 4.3 4.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 58,405 42,821 69.3 843.70
24年3月期 58,097 41,346 67.3 815.67

（参考） 自己資本   25年3月期  40,456百万円 24年3月期  39,111百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 7,748 △5,438 △1,673 3,645
24年3月期 8,351 △6,206 △1,722 3,008

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 335 24.0 0.9
25年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 431 29.3 1.1

26年3月期(予想) ― 0.00 ― 8.00 8.00 49.8

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 20,300 △0.3 20 △96.1 120 △80.4 50 △85.9 1.04
通期 49,400 0.9 1,130 △49.5 1,340 △45.3 770 △47.7 16.06



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．13「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 48,000,000 株 24年3月期 48,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期 49,173 株 24年3月期 49,504 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 47,950,485 株 24年3月期 47,952,349 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 40,119 3.6 1,545 △1.8 1,703 △2.0 1,125 4.3
24年3月期 38,737 6.1 1,573 23.9 1,738 22.1 1,078 18.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 23.47 ―

24年3月期 22.50 ―

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

25年3月期 47,941 35,017 73.0 730.28
24年3月期 47,761 34,020 71.2 709.48

（参考） 自己資本 25年3月期  35,017百万円 24年3月期  34,020百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 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、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Ｐ２「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 16,700 0.5 △30 ― △20 ― △0.42

通期 41,200 2.7 820 △51.9 540 △52.0 11.26
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要が下支えするなか、輸出環境の改善や各種

政策の効果等を背景に、景気は緩やかな回復が見られる状況下で推移いたしました。 

エネルギー業界におきましては、東日本大震災を契機として、抜本的な制度改革に向けて議論が進められてお

り、当社を取り巻く環境は急激に変化しております。 

こうした情勢下にありまして、当社グループ（当社及び連結子会社）は総力をあげて都市ガスの普及拡大、事業

基盤の強化及び保安の確保に取り組んでまいりました。 

当連結会計年度の売上高は、原料費調整制度に基づくガス料金単価の調整があったこと及び連結子会社における

土木、管工事が増加したことなどから前期比5.0％増の489億47百万円となりました。 

営業費用につきましては、経営全般にわたり経費の削減に努めましたが、ＬＮＧ価格の上昇により原料費が増加

したことなどから、税制改正に伴う減価償却費の減少があったものの、前期比5.2％増の467億10百万円となりまし

た。 

その結果、営業利益は前期比0.9％増の22億36百万円となりました。営業外収益及び営業外費用を加えた経常利益

は、導管修理補償料が減少したことなどから前期比1.8％減の24億50百万円となり、当期純利益は5.3％増の14億70百

万円となりました。 

当社の剰余金の配当につきましては、「(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」に記載のとおり、

普通配当については１株当たり７円とし、あわせて本年が当社創立100周年にあたることから、１株当たり記念配当

２円を加え計９円とさせていただく予定であります。 

（セグメント別の概況） 

下記のセグメント別売上高及びセグメント利益には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでおります。 

＜都市ガス＞ 

 ガス販売量は早い冬の到来及び冬期間の気温が平年に比べて低めに推移しましたが、前期に比べれば0.3％減の

379,487千ｍ3となりました。用途別では、家庭用ガス販売量は冬期間が低気温であったものの、夏期の高気温による

給湯用需要の減少などから、前期比1.8％減の173,045千ｍ3となりました。業務用（商業用、工業用、その他用）ガ

ス販売量は夏期の気温が高めに推移したことによる冷房用需要の増加などにより、前期比0.9%増の206,442千ｍ3とな

りました。 

 都市ガス事業（付随する受注工事及び器具販売を含む）の売上高は、原料費調整制度により前期比3.4％増の444億

78百万円、セグメント利益は前期比1.5％減の18億54百万円となりました。 

 （注）ガス販売量は１ｍ3当たり45メガジュール換算で表示しております。 

＜その他＞ 

 その他の事業の売上高は前期比15.8％増の81億１百万円、セグメント利益は前期比9.7％増の３億50百万円となり

ました。 

   

②次期連結会計年度の見通し 

次期連結会計年度の売上高につきましては、気温の影響によるガス販売量の減少が見込まれるものの、原料費調整

制度に基づくガス料金単価の調整により、前期比0.9％増の494億円となる見通しであります。 

 営業利益につきましては、ガス販売量の減少見込みに加え、原料ガスであるＬＮＧ価格の上昇が見込まれることか

ら、前期比49.5％減の11億30百万円、経常利益は前期比45.3％減の13億40百万円、当期純利益は前期比47.6％減の７

億70百万円となる見通しであります。 

（単位：百万円）

１．経営成績・財政状態に関する分析

  次期連結会計年度 当期連結会計年度 増減 増減率 

売上高  49,400  48,947  452 ％ 0.9

営業利益  1,130  2,236  △1,106 ％ △49.5

経常利益  1,340  2,450  △1,110 ％ △45.3

当期純利益  770  1,470  △700 ％ △47.7



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、有形固定資産、繰延資産の減少があったものの、有価証券、投資有価証

券残高の増加などから前期末に比べ３億７百万円増加の584億５百万円となりました。また負債につきましては、長

期借入金の減少などから前期末に比べ11億67百万円減少の155億83百万円となり、純資産につきましては、当期の利

益計上による利益剰余金の増加などから前期末に比べ14億75百万円増加の428億21百万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は前期末に比べ2.0ポイント上昇し69.3％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ６億37百万円増加し、36億45

百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は、77億48百万円（前期比7.2％減）となりました。これは、減価償

却費が56億８百万円計上されたこと及び税金等調整前当期純利益が24億50百万円計上されたことなどによるもので

す。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動の結果減少した現金及び現金同等物は、54億38百万円（前期比12.4％減）となりました。これは、有形固

定資産の取得による支出が44億97百万円あったこと及び投資有価証券の取得による支出が５億71百万円あったことな

どによるものです。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は、16億73百万円（前期比2.8％減）となりました。これは、長期借

入金の返済による支出が13億24百万円あったこと及び配当金の支払額が３億35百万円あったことなどによるもので

す。 

  

  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 （注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

       自己資本比率            ：自己資本／総資産 

       時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

       キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

       インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    ２．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

    ３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

      しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、長期借入金（１年以内の期

      限到来のものを含みます。）、短期借入金を対象としております。また、利払いについては、連結キャッ

      シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 経営基盤及び財務体質の強化を図り、企業価値の増大を通じて株主への安定的かつ適正な利益還元と、先行投資を

可能とする内部留保の充実を基本方針としております。 

 当期の当社剰余金の配当については、財政状態、業績を勘案のうえ、普通配当については１株当たり７円とし、あ

わせて本年が当社創立100周年にあたることから、１株当たり記念配当２円を加え、計９円の配当とさせていただく

予定であります。 

 なお、次期の剰余金の配当につきましては、１株当たり８円を予定しております。 

  

  21年３月期 22年３月期 23年３月期 24年３月期 25年３月期 

 自己資本比率(％)  66.7  64.2  65.6  67.3  69.3

 時価ベースの自己資本比率(％)  23.3  19.6  18.4  17.8  19.8

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率

(年) 
 1.2  1.1  0.9  0.8  0.7

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  68.0  78.9  71.8  80.5  90.2



 近の有価証券報告書（平成24年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループ（当社、当社の子会社及び関連会社）は、ガス事業を通じて地域社会の発展に貢献するとともに、業

績の向上を図り、お客さまや株主の皆さまから常に信頼・評価され、選択していただける企業であることを基本方針

としております。 

 さらに、企業活動のあらゆる場面において、企業倫理の向上、法令遵守の徹底を図り、社会的責任を確実に果たし

てまいります。 

(2）会社の対処すべき課題 

 日本経済の先行きにつきましては、経済政策、金融政策の効果などを背景に次第に景気回復へ向かうことが期待さ

れる一方、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクが存在しております。 

 このような状況のなか、当社は経営全般にわたるさらなる効率化を進めるとともに、「暮らしをスマートにするガ

スの先進性」を「ガ、スマート！」というコンセプトワードにこめて広く訴求し、お客さまとのコミュニケーション

促進に努め、お客さまから信頼され選択していただける企業を目指してまいります。 

 また、環境・節電意識の高まりのなか、家庭用燃料電池「エネファーム」の拡販に加え、太陽光発電と「エネファ

ーム」、「エコウィル」等のガス家庭用コージェネレーションを組み合わせた「Ｗ発電」の拡販、高効率給湯器「エ

コジョーズ」への取替促進など環境に優しいガスシステム機器の普及に努めてまいります。 

 そのため、従来から進めております「フェイス・トゥ・フェイス訪問」の一層の推進を図り、あらゆる機会をとら

えて都市ガスに関する 新情報をすべてのお客さまに積極的にＰＲしてまいります。 

 エネルギーの多様化や環境負荷低減に向けた取り組みとして、当社東港工場の敷地内に大規模な太陽光発電施設

「北陸ガス東港メガソーラー」を建設することを決定し、平成２５年度内の運転開始を目指して工事を進めてまいり

ます。 

 保安強化の面では、お客さまから安心してガスをご使用いただくため、すべてのバーナーに安全センサーが搭載さ

れた「Ｓｉセンサーコンロ」など安全型ガス機器の普及促進やねずみ鋳鉄管、白ガス管などの経年ガス管取替を継続

的かつ積極的に推進してまいります。災害対策としては、東日本大震災を踏まえた地震・津波浸水への備えとして、

設備対策・緊急対策を検討・実施してまいります。 

 加えて、当社が持続的な成長を遂げるための中長期的な課題につきましても引き続き取り組むこととしておりま

す。 

  

(3）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 6,141,387 5,713,709

供給設備 29,228,750 29,075,310

業務設備 1,196,172 1,167,365

その他の設備 945,357 927,849

建設仮勘定 575,606 548,736

有形固定資産合計 38,087,274 37,432,971

無形固定資産   

のれん 1,638,567 1,544,935

その他無形固定資産 388,602 542,593

無形固定資産合計 2,027,170 2,087,528

投資その他の資産   

投資有価証券 2,981,719 3,554,427

繰延税金資産 456,621 440,566

その他投資 1,009,760 1,108,066

貸倒引当金 △26,492 △13,405

投資その他の資産合計 4,421,609 5,089,654

固定資産合計 44,536,054 44,610,155

流動資産   

現金及び預金 4,888,407 4,275,724

受取手形及び売掛金 4,687,435 4,795,292

有価証券 1,339,999 2,780,089

繰延税金資産 348,013 345,063

その他流動資産 761,593 733,234

貸倒引当金 △30,160 △14,113

流動資産合計 11,995,287 12,915,291

繰延資産   

開発費 1,566,317 879,798

繰延資産合計 1,566,317 879,798

資産合計 58,097,659 58,405,244



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 5,430,837 4,237,290

繰延税金負債 291,929 367,553

退職給付引当金 399,808 405,464

役員退職慰労引当金 500,101 543,622

ガスホルダー修繕引当金 1,023,418 1,085,945

その他固定負債 304,937 273,082

固定負債合計 7,951,032 6,912,958

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 1,324,268 1,193,547

支払手形及び買掛金 3,278,877 3,219,086

未払法人税等 973,489 865,634

役員賞与引当金 16,687 17,609

その他流動負債 3,206,720 3,374,474

流動負債合計 8,800,043 8,670,351

負債合計 16,751,075 15,583,310

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,400,000 2,400,000

資本剰余金 21,043 21,043

利益剰余金 36,030,141 37,165,436

自己株式 △15,198 △15,081

株主資本合計 38,435,986 39,571,398

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 675,683 884,811

その他の包括利益累計額合計 675,683 884,811

少数株主持分 2,234,914 2,365,724

純資産合計 41,346,583 42,821,934

負債純資産合計 58,097,659 58,405,244



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 46,628,873 48,947,116

売上原価 28,801,373 30,978,369

売上総利益 17,827,499 17,968,746

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 12,702,408 12,625,595

一般管理費 2,908,546 3,106,929

供給販売費及び一般管理費合計 15,610,955 15,732,524

営業利益 2,216,544 2,236,221

営業外収益   

受取利息 12,263 13,146

受取配当金 43,496 41,998

負ののれん償却額 51,619 51,619

導管修理補償料 115,076 63,503

受取賃貸料 66,105 80,285

その他 99,739 79,036

営業外収益合計 388,301 329,588

営業外費用   

支払利息 102,624 85,137

投資有価証券評価損 3,276 16,512

その他 5,051 13,980

営業外費用合計 110,952 115,630

経常利益 2,493,892 2,450,180

税金等調整前当期純利益 2,493,892 2,450,180

法人税、住民税及び事業税 857,540 834,373

法人税等調整額 117,366 1,493

法人税等合計 974,906 835,867

少数株主損益調整前当期純利益 1,518,986 1,614,313

少数株主利益 121,549 143,330

当期純利益 1,397,436 1,470,982



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,518,986 1,614,313

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32,354 210,057

その他の包括利益合計 32,354 210,057

包括利益 1,551,340 1,824,371

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,429,395 1,680,111

少数株主に係る包括利益 121,944 144,260



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,400,000 2,400,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,400,000 2,400,000

資本剰余金   

当期首残高 21,043 21,043

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 21,043 21,043

利益剰余金   

当期首残高 34,899,887 36,030,141

当期変動額   

剰余金の配当 △335,675 △335,653

当期純利益 1,397,436 1,470,982

自己株式の処分 △16 △34

連結子会社の決算期変更に伴う増加額 68,509 －

当期変動額合計 1,130,254 1,135,295

当期末残高 36,030,141 37,165,436

自己株式   

当期首残高 △14,552 △15,198

当期変動額   

自己株式の取得 △698 △36

自己株式の処分 52 153

当期変動額合計 △646 117

当期末残高 △15,198 △15,081

株主資本合計   

当期首残高 37,306,378 38,435,986

当期変動額   

剰余金の配当 △335,675 △335,653

当期純利益 1,397,436 1,470,982

自己株式の取得 △698 △36

自己株式の処分 36 119

連結子会社の決算期変更に伴う増加額 68,509 －

当期変動額合計 1,129,607 1,135,412

当期末残高 38,435,986 39,571,398



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 643,723 675,683

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,959 209,128

当期変動額合計 31,959 209,128

当期末残高 675,683 884,811

少数株主持分   

当期首残高 2,020,213 2,234,914

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 214,701 130,809

当期変動額合計 214,701 130,809

当期末残高 2,234,914 2,365,724

純資産合計   

当期首残高 39,970,315 41,346,583

当期変動額   

剰余金の配当 △335,675 △335,653

当期純利益 1,397,436 1,470,982

自己株式の取得 △698 △36

自己株式の処分 36 119

連結子会社の決算期変更に伴う増加額 68,509 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 246,660 339,938

当期変動額合計 1,376,268 1,475,350

当期末残高 41,346,583 42,821,934



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,493,892 2,450,180

減価償却費 5,975,869 5,608,978

繰延資産償却額 713,466 686,510

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,366 5,656

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,260 43,521

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 135,015 62,526

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,412 △29,134

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,815 921

受取利息及び受取配当金 △55,759 △55,144

支払利息 102,624 85,137

投資有価証券評価損益（△は益） 3,280 16,514

有形固定資産除却損 54,184 61,948

売上債権の増減額（△は増加） △607,582 △107,857

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,529 △338

その他の流動資産の増減額（△は増加） 28,698 36,698

仕入債務の増減額（△は減少） 113,075 19,267

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,830 △111,175

その他の流動負債の増減額（△は減少） 107,993 △27,434

その他 △49,411 △49,612

小計 9,030,842 8,697,163

利息及び配当金の受取額 58,172 60,216

利息の支払額 △103,713 △85,891

法人税等の支払額 △633,314 △922,625

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,351,987 7,748,862

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,930,000 △2,350,000

定期預金の払戻による収入 1,120,000 3,400,000

有価証券の償還による収入 1,200,035 9,119,538

有価証券の取得による支出 △1,099,870 △10,279,427

有形固定資産の取得による支出 △4,768,980 △4,497,832

有形固定資産の売却による収入 1,775 173

無形固定資産の取得による支出 △44,208 △363,116

投資有価証券の取得による支出 △681,355 △571,411

繰延資産の取得による支出 △32,236 －

貸付金の回収による収入 2,884 91,210

その他 25,670 12,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,206,284 △5,438,135



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 10,880 －

長期借入金の返済による支出 △1,392,855 △1,324,268

自己株式の売却による収入 36 119

自己株式の取得による支出 △698 △36

配当金の支払額 △335,588 △335,923

少数株主への配当金の支払額 △4,025 △13,301

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,722,251 △1,673,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 423,452 637,317

現金及び現金同等物の期首残高 2,610,395 3,008,407

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の減少額

△25,440 －

現金及び現金同等物の期末残高 3,008,407 3,645,724



 該当事項はありません。 

  

   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  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれ

ぞれ97,873千円増加しております。 

   

(5)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）

（会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示）



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、都市ガス供給が事業の大半を占めているため、「都市ガス」のみを報告セグメントとして

おります。 

なお、「都市ガス」事業は、都市ガス供給及び付随する受注工事、器具販売などを行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部売上高及び振替高は連結会社間の取引であり、市場価格等に基づいております。 

 「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示（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）」に記載のとおり、当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更してお

ります。 

 これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度のセグメント利益が、「都市ガス」セグメントで97,505

千円、「その他」セグメントで368千円増加しております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（単位：千円） 

(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、ＬＰＧ事業、ガス設備

の保全・設計・施工事業、住宅設備機器の販売・施工事業、土木・管工事事業等を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益の調整額14,547千円及びセグメント資産の調整額△1,076,561千円はセグメント

間取引消去であります。 

３．セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

（セグメント情報）

  

  

報告セグメント 
  その他 

（注）１ 
  

合計 
  

調整額 

（注）２ 
  

連結 

財務諸表 

計上額 

(注)３ 
都市ガス 

  

売上高           

外部顧客への売上高 42,983,832 3,645,040 46,628,873  － 46,628,873

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
20,174 3,349,865 3,370,039  △3,370,039 －

計 43,004,006 6,994,906 49,998,912  △3,370,039 46,628,873

セグメント利益 1,882,629 319,367 2,201,996  14,547 2,216,544

セグメント資産 52,248,588 6,925,633 59,174,221  △1,076,561 58,097,659

その他の項目           

減価償却費 5,914,480 50,680 5,965,160  △82,923 5,882,236

のれんの償却額 93,632 － 93,632  － 93,632

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
4,628,430 20,496 4,648,926  △101,957 4,546,968



当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

（単位：千円） 

(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、ＬＰＧ事業、ガス設備

の保全・設計・施工事業、住宅設備機器の販売・施工事業、土木・管工事事業等を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益の調整額31,647千円及びセグメント資産の調整額△1,098,736千円はセグメント

間取引消去であります。 

３．セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

  

  

報告セグメント 
  その他 

（注）１ 
  

合計 
  

調整額 

（注）２ 
  

連結 

財務諸表 

計上額 

(注)３ 
都市ガス 

  

売上高           

外部顧客への売上高 44,441,591 4,505,525 48,947,116  － 48,947,116

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
36,502 3,596,131 3,632,634  △3,632,634 －

計 44,478,093 8,101,656 52,579,750  △3,632,634 48,947,116

セグメント利益 1,854,291 350,282 2,204,573  31,647 2,236,221

セグメント資産 52,391,888 7,112,093 59,503,981  △1,098,736 58,405,244

その他の項目           

減価償却費 5,557,601 42,564 5,600,166  △84,819 5,515,346

のれんの償却額 93,632 － 93,632  － 93,632

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
5,102,433 23,799 5,126,232  △91,829 5,034,402



（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

 上記以外の注記事項については、決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため、開示を省略して

おります。 

  

（１株当たり情報）

  
  
  

前連結会計年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 815.67 円 843.70

１株当たり当期純利益金額 円 29.14 円 30.68

  
前連結会計年度

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

当期純利益金額（千円）  1,397,436  1,470,982

普通株主に帰属しない金額（千円） －  －

普通株式に係る当期純利益金額（千円）  1,397,436  1,470,982

期中平均株式数（千株）   47,952   47,950

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 6,141,420 5,713,708

供給設備 26,175,096 26,177,693

業務設備 957,037 928,658

建設仮勘定 566,032 521,721

有形固定資産合計 33,839,587 33,341,782

無形固定資産   

借地権 1,017 1,017

鉱業権 500 500

のれん 1,638,567 1,544,935

ソフトウエア 331,187 481,121

その他無形固定資産 10,359 28,248

無形固定資産合計 1,981,631 2,055,822

投資その他の資産   

投資有価証券 1,699,615 1,985,653

関係会社投資 310,123 310,123

出資金 15 15

長期前払費用 194,627 194,556

その他投資 62,552 56,907

貸倒引当金 △16,290 △12,291

投資その他の資産合計 2,250,643 2,534,964

固定資産合計 38,071,862 37,932,568

流動資産   

現金及び預金 2,646,113 2,228,552

受取手形 196,280 230,756

売掛金 3,246,139 3,239,322

関係会社売掛金 13,338 13,359

未収入金 222,270 203,653

有価証券 1,099,910 2,499,850

製品 66,012 75,416

原料 23,673 17,159

貯蔵品 240,958 265,753

前払費用 480 259

関係会社短期債権 37,498 39,499

繰延税金資産 290,179 277,882

その他流動資産 46,183 38,652

貸倒引当金 △26,461 △12,170

流動資産合計 8,102,577 9,117,947

繰延資産   

開発費 1,587,147 890,670

繰延資産合計 1,587,147 890,670

資産合計 47,761,587 47,941,186



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 4,722,200 3,872,800

繰延税金負債 291,441 367,091

退職給付引当金 337,202 334,869

役員退職慰労引当金 342,532 364,886

ガスホルダー修繕引当金 951,323 1,016,143

固定負債合計 6,644,698 5,955,789

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 950,100 849,400

買掛金 2,482,297 2,446,732

未払金 785,609 881,583

未払費用 950,133 968,992

未払法人税等 769,908 673,664

前受金 248,064 316,454

預り金 47,041 50,613

関係会社短期債務 851,698 768,289

役員賞与引当金 12,000 12,000

流動負債合計 7,096,853 6,967,729

負債合計 13,741,551 12,923,519

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,400,000 2,400,000

資本剰余金   

資本準備金 21,043 21,043

資本剰余金合計 21,043 21,043

利益剰余金   

利益準備金 600,000 600,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 132,090 122,100

別途積立金 26,100,000 26,100,000

繰越利益剰余金 4,107,575 4,907,122

利益剰余金合計 30,939,665 31,729,223

自己株式 △15,198 △15,081

株主資本合計 33,345,510 34,135,184

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 674,524 882,482

評価・換算差額等合計 674,524 882,482

純資産合計 34,020,035 35,017,666

負債純資産合計 47,761,587 47,941,186



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

製品売上   

ガス売上 34,555,136 35,625,154

売上原価   

期首たな卸高 63,717 66,012

当期製品製造原価 14,437,459 15,277,200

当期製品仕入高 4,966,887 5,186,795

当期製品自家使用高 58,351 87,637

期末たな卸高 66,012 75,416

売上原価合計 19,343,701 20,366,953

売上総利益 15,211,434 15,258,201

供給販売費 11,344,933 11,274,385

一般管理費 2,331,002 2,469,886

供給販売費及び一般管理費合計 13,675,936 13,744,272

事業利益 1,535,498 1,513,928

営業雑収益   

受注工事収益 1,031,433 1,138,725

器具販売収益 3,132,905 3,338,682

その他営業雑収益 18,436 17,271

営業雑収益合計 4,182,775 4,494,680

営業雑費用   

受注工事費用 1,022,136 1,124,163

器具販売費用 3,122,232 3,338,925

営業雑費用合計 4,144,368 4,463,088

営業利益 1,573,905 1,545,519

営業外収益   

受取利息 515 1,930

有価証券利息 499 610

受取配当金 45,657 50,737

導管修理補償料 75,022 36,145

受取賃貸料 78,229 94,634

雑収入 57,171 67,010

営業外収益合計 257,095 251,069

営業外費用   

支払利息 89,271 75,601

投資有価証券評価損 2,005 16,012

雑支出 1,466 1,820

営業外費用合計 92,742 93,434

経常利益 1,738,257 1,703,155

税引前当期純利益 1,738,257 1,703,155

法人税等 577,000 582,000

法人税等調整額 82,473 △4,089

法人税等合計 659,473 577,910

当期純利益 1,078,784 1,125,244



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,400,000 2,400,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,400,000 2,400,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 21,043 21,043

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 21,043 21,043

資本剰余金合計   

当期首残高 21,043 21,043

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 21,043 21,043

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 600,000 600,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 600,000 600,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 133,594 132,090

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 9,397 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △10,900 △9,989

当期変動額合計 △1,503 △9,989

当期末残高 132,090 122,100

別途積立金   

当期首残高 26,100,000 26,100,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,100,000 26,100,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,362,979 4,107,575

当期変動額   

剰余金の配当 △335,675 △335,653

固定資産圧縮積立金の積立 △9,397 －

固定資産圧縮積立金の取崩 10,900 9,989

当期純利益 1,078,784 1,125,244

自己株式の処分 △16 △34

当期変動額合計 744,596 799,546

当期末残高 4,107,575 4,907,122



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 30,196,573 30,939,665

当期変動額   

剰余金の配当 △335,675 △335,653

当期純利益 1,078,784 1,125,244

自己株式の処分 △16 △34

当期変動額合計 743,092 789,557

当期末残高 30,939,665 31,729,223

自己株式   

当期首残高 △14,552 △15,198

当期変動額   

自己株式の取得 △698 △36

自己株式の処分 52 153

当期変動額合計 △646 117

当期末残高 △15,198 △15,081

株主資本合計   

当期首残高 32,603,063 33,345,510

当期変動額   

剰余金の配当 △335,675 △335,653

当期純利益 1,078,784 1,125,244

自己株式の取得 △698 △36

自己株式の処分 36 119

当期変動額合計 742,446 789,674

当期末残高 33,345,510 34,135,184

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 641,998 674,524

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,526 207,957

当期変動額合計 32,526 207,957

当期末残高 674,524 882,482

純資産合計   

当期首残高 33,245,062 34,020,035

当期変動額   

剰余金の配当 △335,675 △335,653

当期純利益 1,078,784 1,125,244

自己株式の取得 △698 △36

自己株式の処分 36 119

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,526 207,957

当期変動額合計 774,972 997,631

当期末残高 34,020,035 35,017,666
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