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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 ％

2023年３月期第２四半期 25,986 30.1 118 － 338 － 216 －

2022年３月期第２四半期 19,969 △6.1 △388 － △253 － △78 －

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期 327百万円 （－％） 2022年３月期第２四半期 △144百万円 （－％）

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

2023年３月期第２四半期 45.14 －

2022年３月期第２四半期 △16.40 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 60,958 50,604 77.7

2022年３月期 63,634 50,726 74.7

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 47,380百万円 2022年３月期 47,506百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 80.00 80.00

2023年３月期 － 0.00

2023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 70,200 34.1 180 △83.4 510 △61.8 260 △72.7 54.24

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９月30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

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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：有
　　　連結業績予想の修正については、本日（2022年11月２日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期２Ｑ 4,800,000株 2022年３月期 4,800,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 11,928株 2022年３月期 6,095株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 4,793,184株 2022年３月期２Ｑ 4,793,917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２四半期連結累計期間（2022年４～９月）の売上高につきましては、春先の気温が前年に比べ高く推移した

ことによる給湯・空調用需要の減少があったものの、原料費調整に伴うガス料金単価の引き上げがあったことか

ら、前年同期に比べ60億17百万円増加の259億86百万円となりました。

　営業費用につきましては、ＬＮＧ価格の上昇に伴う原料費の増加により、前年同期に比べ55億９百万円増加の

258億68百万円となりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、営業利益１億18百万円（前年同期は営業損失３億88百万

円）、関連会社の持分法適用に伴う投資利益を加え経常利益３億38百万円（前年同期は経常損失２億53百万円）、

親会社株主に帰属する四半期純利益２億16百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失78百万円）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。したがいまして上半期と下半期の業績に季節

的変動があります。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は609億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億75百万円の

減少となりました。増減の主なものは、現金及び預金の減少17億24百万円、売掛金残高等の減少12億56百万円、投

資その他の資産の増加７億40百万円などであります。

　なお、純資産は506億４百万円となり、自己資本比率は3.0ポイント増加し77.7％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

　今後のＬＮＧ価格の動向を踏まえ、売上高及び原料費の見込みを見直し、2022年５月13日に公表した2023年３月

期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しております。

　なお、業績予想の修正につきましては、本日（2022年11月２日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 4,064,918 3,995,790

供給設備 33,785,871 32,924,190

業務設備 1,794,645 1,794,828

その他の設備 896,264 893,471

建設仮勘定 429,025 683,094

有形固定資産合計 40,970,725 40,291,376

無形固定資産

のれん 2,248,826 2,166,835

その他無形固定資産 780,161 660,512

無形固定資産合計 3,028,987 2,827,348

投資その他の資産

投資有価証券 2,127,761 2,353,847

繰延税金資産 1,361,556 1,339,721

その他投資 3,356,689 3,892,177

貸倒引当金 △6,726 △6,273

投資その他の資産合計 6,839,280 7,579,472

固定資産合計 50,838,994 50,698,197

流動資産

現金及び預金 6,754,212 5,029,823

受取手形、売掛金及び契約資産 5,076,323 3,819,989

その他流動資産 971,302 1,415,191

貸倒引当金 △6,759 △4,560

流動資産合計 12,795,077 10,260,444

資産合計 63,634,072 60,958,642

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
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

固定負債

長期借入金 6,735 188,735

役員退職慰労引当金 139,581 123,052

ガスホルダー修繕引当金 1,294,106 1,397,329

器具保証引当金 359,401 355,118

退職給付に係る負債 313,417 292,892

その他固定負債 491,416 494,924

固定負債合計 2,604,657 2,852,052

流動負債

１年以内に期限到来の固定負債 655,039 310,911

支払手形及び買掛金 4,049,974 3,017,899

未払法人税等 393,951 192,352

その他流動負債 5,203,593 3,980,833

流動負債合計 10,302,559 7,501,996

負債合計 12,907,217 10,354,049

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 44,484,921 44,284,904

自己株式 △18,402 △35,584

株主資本合計 46,887,565 46,670,366

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 808,785 869,683

退職給付に係る調整累計額 △190,015 △159,255

その他の包括利益累計額合計 618,769 710,428

非支配株主持分 3,220,519 3,223,798

純資産合計 50,726,855 50,604,592

負債純資産合計 63,634,072 60,958,642
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 19,969,710 25,986,756

売上原価 10,388,336 16,042,379

売上総利益 9,581,373 9,944,376

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 8,710,501 8,610,828

一般管理費 1,259,840 1,215,350

供給販売費及び一般管理費合計 9,970,341 9,826,178

営業利益又は営業損失（△） △388,967 118,198

営業外収益

受取利息 1,004 569

受取配当金 40,333 41,762

受取賃貸料 41,293 37,792

持分法による投資利益 － 89,727

その他 56,015 51,895

営業外収益合計 138,646 221,747

営業外費用

支払利息 861 334

投資有価証券評価損 2,279 1,006

その他 536 315

営業外費用合計 3,677 1,655

経常利益又は経常損失（△） △253,998 338,290

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（△）
△68,246 338,290

法人税等 1,079 102,318

四半期純利益又は四半期純損失（△） △69,326 235,971

非支配株主に帰属する四半期純利益 9,286 19,602

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（△）
△78,612 216,369

（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）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △69,326 235,971

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △113,621 60,675

退職給付に係る調整額 38,889 30,760

その他の包括利益合計 △74,731 91,435

四半期包括利益 △144,057 327,407

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △153,801 308,027

非支配株主に係る四半期包括利益 9,743 19,379

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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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。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間より、持分法非適用関連会社でありました妙高グリーンエナジー株式会社は重要性が増

したため、持分法適用の範囲に含めております。

（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２四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）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号  2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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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