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（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 ％

2022年３月期第３四半期 32,646 △1.8 △975 － △766 － △388 －

2021年３月期第３四半期 33,249 △7.4 454 － 669 546.0 393 －

（注）包括利益2022年３月期第３四半期 △498百万円 （－％） 2021年３月期第３四半期 771百万円 （210.8％）

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

2022年３月期第３四半期 △81.01 －

2021年３月期第３四半期 82.01 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 62,069 49,386 74.5

2021年３月期 61,895 50,272 76.1

（参考）自己資本 2022年３月期第３四半期 46,238百万円 2021年３月期 47,105百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 80.00 80.00

2022年３月期 － 0.00 －

2022年３月期（予想） 80.00 80.00

（％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 49,700 2.8 470 △79.0 700 △72.1 510 △68.3 106.38

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31日）

（２）連結財政状態

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

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期３Ｑ 4,800,000株 2021年３月期 4,800,000株

②  期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 6,095株 2021年３月期 6,083株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 4,793,914株 2021年３月期３Ｑ 4,793,935株

※  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「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）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        ：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                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

　　　　（注）詳細は、添付資料Ｐ．７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記
　　　　事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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当たっての注意

事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。
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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３四半期連結累計期間（2021年４～12月）の売上高につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

による前年の業務用を中心としたガス販売量の減少から一部回復が見られたほか、原料費調整に伴いガス料金単価

が引き上げとなった一方、春先の気温が前年に比べ高く推移したことによる給湯・空調用需要の減少に加え、連結

子会社における空調機器の販売・施工や土木・管工事等の減少もあり、前年同期に比べ６億２百万円減少の326億

46百万円となりました。

営業費用につきましては、連結子会社における売上原価の減少や前年の見附市ガス事業譲受け当初に発生した費

用の減少があったことに加えて経営全般にわたり経費の削減に努めましたものの、ＬＮＧ価格の上昇に伴い原料費

が増加したことから、前年同期に比べ８億26百万円増加の336億21百万円となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、営業損失９億75百万円（前年同期は営業利益４億54百万

円）、経常損失７億66百万円（前年同期は経常利益６億69百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は投資有

価証券の一部売却に伴う特別利益の計上により３億88百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益３億

93百万円）となりました。

なお、当社グループの連結業績は、季節的変動の著しいガス事業の占めるウェイトが高いため、ガスの需要期で

ある冬期を中心に春先にかけて、売上及び利益が多く計上されます。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は620億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億73百万円の

増加となりました。増減の主なものは、投資その他の資産の増加12億79百万円、有形固定資産の減少９億82百万円

などであります。

なお、純資産は493億86百万円となり、自己資本比率は1.6ポイント減少し74.5％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

ガスの需要期である冬期に入りガス販売量は計画を上回っておりますが、第４四半期連結会計期間はガス需要の

ピークを迎えるため、今後の気温の状況により通期の売上高は大きく変動いたします。利益につきましても同様で

あることから、現時点において通期業績予想の修正は行っておりません。

- 2 -

北陸瓦斯株式会社（9537）2022年３月期　第３四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 4,098,491 4,011,963

供給設備 34,561,059 33,533,451

業務設備 1,815,054 1,811,377

その他の設備 884,638 903,965

建設仮勘定 520,592 636,314

有形固定資産合計 41,879,835 40,897,071

無形固定資産

のれん 2,412,808 2,289,821

その他無形固定資産 798,745 837,627

無形固定資産合計 3,211,553 3,127,448

投資その他の資産

投資有価証券 2,137,146 2,098,316

繰延税金資産 1,443,177 1,782,194

その他投資 2,053,873 3,032,785

貸倒引当金 △6,884 △6,915

投資その他の資産合計 5,627,313 6,906,380

固定資産合計 50,718,702 50,930,900

流動資産

現金及び預金 6,230,150 5,483,104

受取手形及び売掛金 4,090,942 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 4,532,032

有価証券 100,155 －

その他流動資産 762,140 1,129,876

貸倒引当金 △6,649 △6,661

流動資産合計 11,176,738 11,138,352

資産合計 61,895,441 62,069,253

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 661,774 177,579

役員退職慰労引当金 131,315 134,680

ガスホルダー修繕引当金 1,180,204 1,226,556

器具保証引当金 299,416 290,889

退職給付に係る負債 314,236 284,868

その他固定負債 465,732 458,267

固定負債合計 3,052,680 2,572,842

流動負債

１年以内に期限到来の固定負債 692,110 677,057

支払手形及び買掛金 2,565,200 3,594,349

短期借入金 － 1,250,000

未払法人税等 665,425 105,414

その他流動負債 4,647,504 4,482,717

流動負債合計 8,570,239 10,109,538

負債合計 11,622,920 12,682,380

純資産の部

株主資本

資本金 2,400,000 2,400,000

資本剰余金 21,046 21,046

利益剰余金 43,900,934 43,142,740

自己株式 △18,364 △18,402

株主資本合計 46,303,616 45,545,385

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 955,261 788,228

退職給付に係る調整累計額 △153,019 △94,685

その他の包括利益累計額合計 802,241 693,542

非支配株主持分 3,166,663 3,147,945

純資産合計 50,272,521 49,386,872

負債純資産合計 61,895,441 62,069,253
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 33,249,113 32,646,163

売上原価 18,321,990 18,458,117

売上総利益 14,927,123 14,188,046

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 12,656,944 13,286,721

一般管理費 1,815,780 1,876,783

供給販売費及び一般管理費合計 14,472,725 15,163,505

営業利益又は営業損失（△） 454,398 △975,459

営業外収益

受取利息 2,272 1,830

受取配当金 66,842 66,648

受取賃貸料 61,500 61,931

その他 91,557 83,399

営業外収益合計 222,172 213,809

営業外費用

支払利息 4,273 1,537

投資有価証券評価損 548 2,279

その他 1,812 665

営業外費用合計 6,634 4,481

経常利益又は経常損失（△） 669,936 △766,130

特別利益

投資有価証券売却益 － 185,752

特別利益合計 － 185,752

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（△）
669,936 △580,378

法人税等 249,910 △189,929

四半期純利益又は四半期純損失（△） 420,025 △390,449

非支配株主に帰属する四半期純利益

又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
26,870 △2,082

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（△）
393,155 △388,367

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 420,025 △390,449

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 176,376 △166,684

退職給付に係る調整額 175,220 58,334

その他の包括利益合計 351,596 △108,350

四半期包括利益 771,622 △498,799

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 744,496 △497,066

非支配株主に係る四半期包括利益 27,126 △1,732

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　これにより、ＬＰＧ販売に関して、従来は検針日基準により収益を認識しておりましたが、決算月の検針日から

決算日までに生じた収益を見積って認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高が３百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失はそれぞれ１百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は13百万円増加しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示してお

ります。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示

方法により組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響

はありません。
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