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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 19,597 1.5 766 △14.8 949 △14.3 457 △16.6
22年3月期第2四半期 19,314 2.6 900 659.5 1,107 413.9 549 ―

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

23年3月期第2四半期 9.55 ―
22年3月期第2四半期 11.46 ―

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

23年3月期第2四半期 55,857 39,049 66.3 772.30
22年3月期 57,861 39,004 64.2 774.42

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  37,034百万円 22年3月期  37,137百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 7.00 7.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 43,800 2.8 940 △32.5 1,190 △43.5 640 △43.1 13.35



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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〕P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、〔添付資料〕P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 48,000,000株 22年3月期  48,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  46,167株 22年3月期  44,954株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 47,954,276株 22年3月期2Q  47,956,517株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年４～９月）の売上高につきましては、連結子会社における土木、管工事等

の減少があったものの、春先の低気温による暖房・給湯用需要及び夏場の高気温による空調用需要の伸びによりガ

ス販売量が増加したことから、前年同期に比べ２億82百万円増加の195億97百万円となりました。 

一方、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に加え、経営全般にわたる経費の削減に努

めたものの、ガス販売量増加等に伴う原料費、「13Ａガス」への熱量変更費用及び長岡市ガス事業譲受けに伴う減

価償却費等の増加があったことから、前年同期に比べ４億16百万円増加の188億30百万円となりました。 

この結果、前年同期に比べ営業利益は１億33百万円減少の７億66百万円、経常利益は１億57百万円減少の９億49

百万円、第２四半期純利益は91百万円減少の４億57百万円となりました。 

 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）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は558億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億４百万円の減少となりま

した。増減の主なものは、売掛金残高等の減少８億21百万円、現金及び預金残高の減少６億29百万円、有形固定資

産の減少５億84百万円などであります。 

なお、純資産は390億49百万円となり、自己資本比率は2.1ポイント増加し66.3％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間までの業績及び今後のガス原料価格の動向等を踏まえ、平成22年５月14日に公表した

平成23年３月期の連結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（平成22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。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年

度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法によ

っております。 

②棚卸資産の評価方法  

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。  

③経過勘定項目の算定方法  

 一部の経過勘定項目については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。  

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

税金費用の計算  

 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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。   

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 689,932 548,759

供給設備 35,061,383 36,134,375

業務設備 1,297,835 1,301,202

その他の設備 990,090 995,508

建設仮勘定 1,654,798 1,298,663

有形固定資産合計 39,694,041 40,278,509

無形固定資産   

のれん 1,779,016 1,825,832

その他無形固定資産 700,994 823,410

無形固定資産合計 2,480,011 2,649,242

投資その他の資産   

投資有価証券 2,404,732 2,828,365

繰延税金資産 508,643 508,430

その他投資 750,582 660,208

貸倒引当金 △10,459 △39,960

投資その他の資産合計 3,653,498 3,957,044

固定資産合計 45,827,550 46,884,796

流動資産   

現金及び預金 3,211,551 3,840,577

受取手形及び売掛金 2,738,843 3,560,048

有価証券 450,107 199,879

貯蔵品 319,565 322,298

繰延税金資産 338,122 336,603

その他流動資産 763,968 770,957

貸倒引当金 △27,100 △29,022

流動資産合計 7,795,057 9,001,341

繰延資産   

開発費 2,234,483 1,975,665

繰延資産合計 2,234,483 1,975,665

資産合計 55,857,091 57,861,803



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 7,503,540 8,219,440

繰延税金負債 76,018 202,956

退職給付引当金 450,116 763,403

役員退職慰労引当金 463,792 481,808

ガスホルダー修繕引当金 979,503 830,637

その他固定負債 357,935 193,571

固定負債合計 9,830,906 10,691,817

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 1,443,218 1,498,818

支払手形及び買掛金 1,812,748 2,837,833

短期借入金 301,000 －

未払法人税等 486,832 552,347

役員賞与引当金 － 15,470

その他流動負債 2,932,645 3,260,885

流動負債合計 6,976,444 8,165,354

負債合計 16,807,350 18,857,172

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 34,095,129 33,972,844

自己株式 △14,510 △14,228

株主資本合計 36,501,662 36,379,659

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 533,291 757,789

評価・換算差額等合計 533,291 757,789

少数株主持分 2,014,787 1,867,182

純資産合計 39,049,740 39,004,631

負債純資産合計 55,857,091 57,861,803



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 19,314,514 19,597,391

売上原価 10,842,269 10,937,056

売上総利益 8,472,245 8,660,335

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 6,199,053 6,591,657

一般管理費 1,372,951 1,302,041

供給販売費及び一般管理費合計 7,572,005 7,893,699

営業利益 900,239 766,636

営業外収益   

受取利息 9,137 7,606

受取配当金 31,826 30,041

導管修理補償料 142,013 －

受取賃貸料 24,972 25,737

投資有価証券受贈益 － 56,000

その他 54,477 129,134

営業外収益合計 262,427 248,519

営業外費用   

支払利息 45,033 62,416

その他 10,341 3,251

営業外費用合計 55,375 65,668

経常利益 1,107,292 949,487

税金等調整前四半期純利益 1,107,292 949,487

法人税等 408,143 343,757

少数株主損益調整前四半期純利益 － 605,730

少数株主利益 149,796 147,760

四半期純利益 549,352 457,969



 該当事項はありません。   

  

 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）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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