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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 33,561 3.2 311 81.6 495 46.2 244 41.5
25年3月期第3四半期 32,525 8.1 171 ― 338 182.0 172 567.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 425百万円 （124.6％） 25年3月期第3四半期 189百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 5.10 ―
25年3月期第3四半期 3.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 56,929 42,800 70.9
25年3月期 58,405 42,821 69.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 40,377百万円 25年3月期 40,456百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 8.00 8.00

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、対前期増減率）

（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

通期 50,000 2.2 1,430 △36.1 1,640 △33.1 950 △35.4 19.81



(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

(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）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」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 ： 無
②①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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 48,000,000 株 25年3月期 48,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 50,757 株 25年3月期 49,173 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 47,949,732 株 25年3月期3Q 47,950,496 株



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 2

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………… 2

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 3

（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 ……………………………………………………… 5

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7



（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（平成25年４～12月）の売上高につきましては、前年に比べて夏場の気温が低めに推

移したことによる冷房用需要の減少や、冬場に入って気温が高めに推移したことによる給湯・暖房用需要の減少に

よりガス販売量が前年を下回ったものの、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などから、前

年同期に比べ10億36百万円増加の335億61百万円となりました。

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から、年金資産の数理差異等退

職給付費用などの減少があったものの、前年同期に比べ８億96百万円増加の332億50百万円となりました。

この結果、前年同期に比べ営業利益は１億39百万円増加の３億11百万円、経常利益は１億56百万円増加の４億95

百万円、四半期純利益は71百万円増加の２億44百万円となりました。

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３四半期末における総資産は569億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億75百万円の減少となりま

した。増減の主なものは、有価証券の減少25億99百万円、未成工事支出金などその他流動資産の増加５億62百万

円、有形固定資産の増加５億55百万円などであります。

なお、純資産は428億円となり、自己資本比率は1.6ポイント増加し70.9％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

暖房用ガスの需要期である冬期に入り、ガス販売量は前年に比べれば減少しているものの、ほぼ計画どおり推移

しております。また、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。

（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。

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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 5,713,709 5,445,178

供給設備 29,075,310 28,394,950

業務設備 1,167,365 1,187,236

その他の設備 927,849 1,445,707

建設仮勘定 548,736 1,515,485

有形固定資産合計 37,432,971 37,988,558

無形固定資産

のれん 1,544,935 1,474,710

その他無形固定資産 542,593 628,469

無形固定資産合計 2,087,528 2,103,180

投資その他の資産

投資有価証券 3,554,427 3,803,866

繰延税金資産 440,566 433,119

その他投資 1,108,066 1,228,331

貸倒引当金 △13,405 △13,189

投資その他の資産合計 5,089,654 5,452,128

固定資産合計 44,610,155 45,543,867

流動資産

現金及び預金 4,275,724 4,604,514

受取手形及び売掛金 4,795,292 4,493,813

有価証券 2,780,089 180,360

繰延税金資産 345,063 350,362

その他流動資産 733,234 1,295,856

貸倒引当金 △14,113 △14,856

流動資産合計 12,915,291 10,910,050

繰延資産

開発費 879,798 475,934

繰延資産合計 879,798 475,934

資産合計 58,405,244 56,929,852



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 4,237,290 3,449,321

繰延税金負債 367,553 411,092

退職給付引当金 405,464 130,093

役員退職慰労引当金 543,622 578,763

ガスホルダー修繕引当金 1,085,945 1,188,195

その他固定負債 273,082 234,474

固定負債合計 6,912,958 5,991,941

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,193,547 1,140,819

支払手形及び買掛金 3,219,086 3,410,038

短期借入金 － 117,000

未払法人税等 865,634 162,848

役員賞与引当金 17,609 －

その他流動負債 3,374,474 3,306,973

流動負債合計 8,670,351 8,137,680

負債合計 15,583,310 14,129,621

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 37,165,436 36,978,363

自己株式 △15,081 △15,478

株主資本合計 39,571,398 39,383,928

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 884,811 993,935

その他の包括利益累計額合計 884,811 993,935

少数株主持分 2,365,724 2,422,366

純資産合計 42,821,934 42,800,231

負債純資産合計 58,405,244 56,929,852



（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）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 32,525,100 33,561,721

売上原価 20,692,545 21,881,612

売上総利益 11,832,554 11,680,108

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 9,391,286 9,206,878

一般管理費 2,269,796 2,161,908

供給販売費及び一般管理費合計 11,661,082 11,368,787

営業利益 171,471 311,321

営業外収益

受取利息 9,577 9,949

受取配当金 41,626 44,625

受取賃貸料 60,401 60,241

その他 142,241 127,538

営業外収益合計 253,847 242,354

営業外費用

支払利息 65,880 53,250

その他 20,852 5,263

営業外費用合計 86,733 58,513

経常利益 338,585 495,162

税金等調整前四半期純利益 338,585 495,162

法人税等 104,112 179,258

少数株主損益調整前四半期純利益 234,472 315,904

少数株主利益 61,727 71,419

四半期純利益 172,745 244,484



（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 234,472 315,904

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △45,225 109,122

その他の包括利益合計 △45,225 109,122

四半期包括利益 189,247 425,026

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 127,457 353,608

少数株主に係る四半期包括利益 61,789 71,418



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（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）

（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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