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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 11,228 8.9 1,013 △9.8 1,082 △8.8 652 △7.2

24年3月期第1四半期 10,307 △6.7 1,123 △11.5 1,187 △15.7 702 △13.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 538百万円 （△20.8％） 24年3月期第1四半期 680百万円 （△7.6％）

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

25年3月期第1四半期 13.60 ―

24年3月期第1四半期 14.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 55,852 41,536 70.3
24年3月期 58,097 41,346 67.3

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  39,266百万円 24年3月期  39,111百万円

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  
 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 19,800 5.7 60 △85.9 200 △61.5 110 △61.9 2.29
通期 46,900 0.6 1,210 △45.4 1,470 △41.1 900 △35.6 18.77



(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．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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。 

(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
四半期連結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 
（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あ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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 

※  注記事項

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1Q 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1Q 49,504 株 24年3月期 49,504 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 47,950,496 株 24年3月期1Q 47,953,414 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成24年４～６月）の売上高につきましては、ガス販売量はほぼ前年同期並みとな

ったものの原料費調整制度に基づくガス料金単価の引き上げがあったこと、及び連結子会社における土木、管工事

等が増加したことから、前年同期に比べ９億21百万円増加の112億28百万円となりました。 

 一方、営業費用につきましては、ＬＮＧ価格の上昇により原料費が増加したことなどから、前年同期に比べ10億

31百万円増加の102億15百万円となりました。 

 この結果、前年同期に比べ営業利益は１億10百万円減少の10億13百万円、経常利益は１億４百万円減少の10億82

百万円、四半期純利益は50百万円減少の６億52百万円となりました。 

 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）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は558億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億45百万円の減少となりま

した。増減の主なものは、売掛金残高等の減少17億29百万円、有価証券の減少７億20百万円、有形固定資産の減少

６億36百万円、現金及び預金残高の増加９億65百万円などであります。 

 なお、純資産は415億36百万円となり、自己資本比率は3.0ポイント増加し70.3％となりました。   

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当社グループの連結業績は、ガス事業の占めるウェイトが高いため、第２四半期以降における気温の状況により

変動することから、現時点において平成24年5月15日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想の修

正は行っておりません。 

   

   

（１）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１四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。 

（２）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） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 6,141,387 6,046,677

供給設備 29,228,750 28,883,303

業務設備 1,196,172 1,224,403

その他の設備 945,357 938,022

建設仮勘定 575,606 358,178

有形固定資産合計 38,087,274 37,450,586

無形固定資産   

のれん 1,638,567 1,615,159

その他無形固定資産 388,602 598,262

無形固定資産合計 2,027,170 2,213,421

投資その他の資産   

投資有価証券 2,981,719 2,788,774

繰延税金資産 456,621 453,183

その他投資 1,009,760 916,574

貸倒引当金 △26,492 △25,191

投資その他の資産合計 4,421,609 4,133,341

固定資産合計 44,536,054 43,797,348

流動資産   

現金及び預金 4,888,407 5,853,786

受取手形及び売掛金 4,687,435 2,957,672

有価証券 1,339,999 619,802

繰延税金資産 348,013 353,072

その他流動資産 761,593 902,254

貸倒引当金 △30,160 △19,232

流動資産合計 11,995,287 10,667,355

繰延資産   

開発費 1,566,317 1,387,517

繰延資産合計 1,566,317 1,387,517

資産合計 58,097,659 55,852,222



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 5,430,837 5,197,487

繰延税金負債 291,929 220,681

退職給付引当金 399,808 429,578

役員退職慰労引当金 500,101 500,849

ガスホルダー修繕引当金 1,023,418 1,081,063

その他固定負債 304,937 292,068

固定負債合計 7,951,032 7,721,728

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 1,324,268 1,320,468

支払手形及び買掛金 3,278,877 1,850,763

短期借入金 － 36,000

未払法人税等 973,489 471,935

役員賞与引当金 16,687 －

その他流動負債 3,206,720 2,915,090

流動負債合計 8,800,043 6,594,257

負債合計 16,751,075 14,315,985

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 36,346,641

自己株式 △15,198 △15,198

株主資本合計 38,435,986 38,752,486

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 675,683 514,430

その他の包括利益累計額合計 675,683 514,430

少数株主持分 2,234,914 2,269,319

純資産合計 41,346,583 41,536,236

負債純資産合計 58,097,659 55,852,222



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 10,307,515 11,228,631

売上原価 5,475,791 6,389,847

売上総利益 4,831,724 4,838,784

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 2,962,470 3,029,246

一般管理費 746,045 796,364

供給販売費及び一般管理費合計 3,708,515 3,825,611

営業利益 1,123,209 1,013,172

営業外収益   

受取利息 2,303 2,118

受取配当金 27,987 27,039

受取賃貸料 13,288 19,860

その他 47,737 50,002

営業外収益合計 91,317 99,021

営業外費用   

支払利息 26,786 23,152

その他 602 6,329

営業外費用合計 27,389 29,481

経常利益 1,187,137 1,082,712

税金等調整前四半期純利益 1,187,137 1,082,712

法人税等 434,023 382,311

少数株主損益調整前四半期純利益 753,113 700,401

少数株主利益 50,308 48,247

四半期純利益 702,805 652,153



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 753,113 700,401

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △72,872 △161,645

その他の包括利益合計 △72,872 △161,645

四半期包括利益 680,240 538,756

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 630,053 490,900

少数株主に係る四半期包括利益 50,187 47,855



 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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