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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（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１四半期 32,825 28.6 3,419 15.1 3,590 15.9 2,601 15.8

2022年３月期第１四半期 25,517 △3.2 2,970 47.5 3,097 42.8 2,246 42.4
(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 2,707百万円( 24.1％) 2022年３月期第１四半期 2,182百万円( 29.1％)
　

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１四半期 147.72 147.19

2022年３月期第１四半期 127.59 127.22
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 151,674 61,377 39.1

2022年３月期 160,433 59,195 35.6
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 59,247百万円 2022年３月期 57,065百万円

　
　

２．配当の状況

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 － 30.00 － 30.00 60.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) － － － －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　 2023年３月期の配当予想額は現時点では未定ですが、決定次第速やかに開示いたします。
　

　

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）

(％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 156,000 22.9 7,700 9.2 7,500 2.7 5,300 1.2 300.92
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　　



※ 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 ： 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８ページ「（４）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 ： 無

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年３月期１Ｑ 17,737,806株 2022年３月期 17,737,806株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 123,920株 2022年３月期 126,300株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 17,612,564株 2022年３月期１Ｑ 17,609,368株
　

　

※ 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
１．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２ページ「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１四半期連結累計期間(2022年４月～６月)の都市ガス販売量は、春先の気温が高めに推移し、家庭用販売量が

減少した一方で、新型コロナウイルス感染症の影響が軽減し、ホテル・飲食分野を中心に業務用販売量が増加したこ

と等により、前第１四半期連結累計期間に比べ、全体で0.3％の増加となりました。ガス売上高は、販売量の増加に加

え、原料費調整制度による販売単価の上昇等により、同39.7％増の20,030百万円となりました。連結売上高は、ガス

売上高の増加に加え、電力事業の販売量増加や燃料費調整制度による販売単価の上昇等により同28.6％増の32,825百

万円となりました。

また、経常利益は、電力事業の低圧販売量の増加等により、同15.9％増の3,590百万円となり、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は、同15.8％増の2,601百万円となりました。

なお、当社グループの連結業績は、冬季から春先にかけてガス及びＬＰＧ販売等エネルギー関連の需要が大きく、

多くの売上が計上されるという季節的変動要因があります。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ8,758百万円減少し、151,674百万円とな

りました。純資産は、前連結会計年度末に比べ2,182百万円増加し、61,377百万円となりました。

　 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の35.6％から39.1％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

通期の見通しに対する当四半期連結累計期間の業績の進捗状況は各セグメントともに概ね計画通りに推移している

ため、通期の見通しは2022年３月期決算発表時（2022年４月28日）に公表した業績予想から修正はございません。
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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

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 19,255,759 18,526,381

供給設備 39,791,670 39,603,691

業務設備 11,530,863 11,400,665

その他の設備 35,319,453 37,975,522

建設仮勘定 4,254,909 1,625,047

有形固定資産合計 110,152,657 109,131,308

無形固定資産

その他 1,910,273 2,170,276

無形固定資産合計 1,910,273 2,170,276

投資その他の資産

投資有価証券 6,597,939 6,771,973

退職給付に係る資産 954,585 953,673

繰延税金資産 1,811,265 1,796,517

その他 3,360,205 3,679,169

貸倒引当金 △11,243 △11,127

投資その他の資産合計 12,712,753 13,190,206

固定資産合計 124,775,685 124,491,791

流動資産

現金及び預金 9,565,657 6,020,894

受取手形、売掛金及び契約資産 14,764,558 9,314,541

商品及び製品 448,141 542,866

仕掛品 1,499,543 1,502,411

原材料及び貯蔵品 6,647,919 7,222,954

その他 2,773,642 2,614,090

貸倒引当金 △41,793 △34,643

流動資産合計 35,657,670 27,183,117

資産合計 160,433,355 151,674,908
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

固定負債

社債 39,000,000 39,000,000

長期借入金 17,610,442 16,994,977

再評価に係る繰延税金負債 553,437 553,437

退職給付に係る負債 4,661,888 4,696,831

ガスホルダー修繕引当金 73,706 80,282

保安対策引当金 1,027,916 969,070

器具保証引当金 427,057 434,305

熱供給事業設備修繕引当金 194,662 159,714

リース債務 1,898,842 1,833,334

その他 830,094 824,911

固定負債合計 66,278,047 65,546,864

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 11,705,076 11,613,599

支払手形及び買掛金 10,049,728 2,440,833

その他 13,205,044 10,695,864

流動負債合計 34,959,848 24,750,296

負債合計 101,237,895 90,297,161

純資産の部

株主資本

資本金 7,515,830 7,515,830

資本剰余金 5,256,569 5,256,569

利益剰余金 41,924,303 43,997,035

自己株式 △169,320 △166,192

株主資本合計 54,527,383 56,603,243

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,402,674 2,509,619

土地再評価差額金 248,687 248,687

退職給付に係る調整累計額 △112,983 △114,462

その他の包括利益累計額合計 2,538,379 2,643,844

新株予約権 52,568 52,842

非支配株主持分 2,077,128 2,077,817

純資産合計 59,195,459 61,377,747

負債純資産合計 160,433,355 151,674,908

　



北海道瓦斯株式会社(9534) 2023年３月期 第１四半期決算短信

5

（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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 25,517,078 32,825,369

売上原価 15,393,763 22,234,204

売上総利益 10,123,315 10,591,164

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 6,183,423 6,244,128

一般管理費 969,016 927,922

供給販売費及び一般管理費合計 7,152,439 7,172,051

営業利益 2,970,875 3,419,113

営業外収益

受取配当金 73,202 133,814

受取賃貸料 62,956 63,510

その他 133,243 83,395

営業外収益合計 269,402 280,721

営業外費用

支払利息 78,582 73,625

出向社員費用 49,763 28,027

その他 13,969 7,933

営業外費用合計 142,314 109,586

経常利益 3,097,963 3,590,247

税金等調整前四半期純利益 3,097,963 3,590,247

法人税等 845,276 987,747

四半期純利益 2,252,686 2,602,500

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,875 688

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,246,810 2,601,811
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 2,252,686 2,602,500

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △86,312 106,962

退職給付に係る調整額 16,441 △1,479

持分法適用会社に対する持分相当額 △546 △18

その他の包括利益合計 △70,417 105,465

四半期包括利益 2,182,269 2,707,965

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,176,393 2,707,276

非支配株主に係る四半期包括利益 5,875 688
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,097,963 3,590,247

減価償却費 3,293,900 3,250,120

保安対策引当金の増減額（△は減少） △48,360 △58,846

器具保証引当金の増減額（△は減少） 5,073 7,248

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 33,075 40,175

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,382 △7,265

受取利息及び受取配当金 △77,190 △137,685

支払利息 78,582 73,625

売上債権の増減額（△は増加） 5,309,467 5,654,066

棚卸資産の増減額（△は増加） △281,172 △672,628

仕入債務の増減額（△は減少） △3,203,209 △7,994,812

未払消費税等の増減額（△は減少） △653,483 11,515

その他 △370,060 △493,471

小計 7,183,202 3,262,290

利息及び配当金の受取額 79,747 137,685

利息の支払額 △95,554 △90,403

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △955,945 △1,529,035

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,211,450 1,780,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,063,222 △3,373,342

有形固定資産の売却による収入 6,667 1,367

無形固定資産の取得による支出 △52,951 △409,181

長期前払費用の取得による支出 △57,517 △101,766

関係会社貸付けによる支出 － △166,123

その他 36,037 35,550

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,130,987 △4,013,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △838,643 △704,020

配当金の支払額 △440,033 △528,187

その他 △66,919 △79,595

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,345,596 △1,311,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,734,867 △3,544,762

現金及び現金同等物の期首残高 6,141,036 9,565,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,875,904 6,020,894
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（４）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）

　・税金費用の計算

当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する方法を採用しております。
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３．補足情報

（１）四半期個別業績の概況

　お客さま件数等

(単位：件)

　 項目
前年同四半期末
(2021.6.30現在)

当四半期末
(2022.6.30現在)

増 減
増減率

(％)

ガス
小売お客さま件数 499,639 493,369 △6,270 △1.3

取付メーター件数 589,992 595,084 5,092 0.9

電気 お客さま件数 201,944 217,944 16,000 7.9

　

ガス販売量

(単位：千ｍ3)

項 目
前年同四半期

(2021.4～2021.6)
当四半期

(2022.4～2022.6)
増 減

増減率
(％)

家 庭 用 50,218 47,250 △2,969 △5.9

業

務

用

商 業 用 33,625 35,907 2,283 6.8

工 業 用 20,974 21,051 77 0.4

公 用 13,264 12,973 △291 △2.2

医 療 用 9,007 9,223 216 2.4

計 76,870 79,154 2,285 3.0

小 計 127,088 126,404 △684 △0.5

他事業者向け供給 3,445 4,542 1,097 31.8

総 販 売 量 130,533 130,947 413 0.3

電力販売量

(単位：千kWh)

項 目
前年同四半期

(2021.4～2021.6)
当四半期

(2022.4～2022.6)
増 減

増減率

(％)

低 圧 121,237 126,351 5,115 4.2

高 圧 53,152 50,326 △2,826 △5.3

卸 売 21,116 55,856 34,739 164.5

総 販 売 量 195,505 232,533 37,028 18.9

　

売上高及び利益

(％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 ％

2023年3月期第1四半期 28,741 35.1 3,240 29.4 3,389 29.7 2,460 28.8

2022年3月期第1四半期 21,270 △7.1 2,503 53.5 2,612 42.9 1,910 42.2

2022年3月期 107,076 　7.1 5,771 67.0 5,961 58.5 4,360 40.1

　


