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(百万円未満切捨て)

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）

（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 62,546 30.8 3,049 34.0 3,209 33.9 2,318 32.5

2022年３月期第２四半期 47,807 △4.0 2,276 186.4 2,396 151.2 1,749 156.8
(注)包括利益 2023年３月期第２四半期 2,390百万円( 28.4％) 2022年３月期第２四半期1,862百万円( 245.6％)
　

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

2023年３月期第２四半期 131.61 131.13

2022年３月期第２四半期 99.32 99.01
　

　

（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２四半期 151,141 60,773 38.8

2022年３月期 160,433 59,195 35.6
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 58,645百万円 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 － 30.00

2023年３月期(予想) － 30.00 60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

2023年３月期の中間配当については、本日（2022年10月28日）公表いたしました「剰余金の配当および期末配当予
想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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 1.2 300.91
(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２Ｑ 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２Ｑ 122,287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２Ｑ 17,613,463株 2022年３月期２Ｑ 17,609,983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。
２．決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしています。
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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月～９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、ホテル等の商業用需要における経済活動の回復に伴い業務用販売量が増加したこと等により、前第

２四半期連結累計期間に比べ、全体で1.6％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44.1％増の36,601百万円となりました。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30.8％増の62,546百万円となりまし

た。

また、経常利益は、ガス販売量の増加等により、同33.9％増の3,209百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純

利益は、同32.5％増の2,318百万円となりました。

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２四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9,292百万円減少し、151,141百万円とな

りました。純資産は、前連結会計年度末に比べ1,578百万円増加し、60,773百万円となりました。

　 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38.8％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 19,255,759 17,805,325

供給設備 39,791,670 40,370,214

業務設備 11,530,863 11,310,791

その他の設備 35,319,453 37,628,808

建設仮勘定 4,254,909 2,027,037

有形固定資産合計 110,152,657 109,142,176

無形固定資産

その他 1,910,273 2,544,085

無形固定資産合計 1,910,273 2,544,085

投資その他の資産

投資有価証券 6,597,939 6,798,745

退職給付に係る資産 954,585 952,761

繰延税金資産 1,811,265 1,821,184

その他 3,360,205 3,654,689

貸倒引当金 △11,243 △11,127

投資その他の資産合計 12,712,753 13,216,253

固定資産合計 124,775,685 124,902,515

流動資産

現金及び預金 9,565,657 1,325,679

受取手形、売掛金及び契約資産 14,764,558 10,154,749

商品及び製品 448,141 682,328

仕掛品 1,499,543 1,951,555

原材料及び貯蔵品 6,647,919 9,200,440

その他 2,773,642 2,969,668

貸倒引当金 △41,793 △45,808

流動資産合計 35,657,670 26,238,613

資産合計 160,433,355 151,141,129
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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

社債 39,000,000 39,000,000

長期借入金 17,610,442 16,218,262

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 4,700,539

ガスホルダー修繕引当金 73,706 86,857

保安対策引当金 1,027,916 920,794

器具保証引当金 427,057 454,545

熱供給事業設備修繕引当金 194,662 169,168

リース債務 1,898,842 1,788,937

その他 830,094 791,713

固定負債合計 66,278,047 64,684,255

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 11,705,076 11,419,238

支払手形及び買掛金 10,049,728 2,812,356

その他 13,205,044 11,451,459

流動負債合計 34,959,848 25,683,054

負債合計 101,237,895 90,367,309

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 43,423,305

自己株式 △169,320 △164,032

株主資本合計 54,527,383 56,031,674

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 2,480,987

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 △115,941

その他の包括利益累計額合計 2,538,379 2,613,733

新株予約権 52,568 54,474

非支配株主持分 2,077,128 2,073,936

純資産合計 59,195,459 60,773,819

負債純資産合計 160,433,355 151,141,129
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（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

(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 47,807,891 62,546,437

売上原価 31,338,870 45,002,861

売上総利益 16,469,021 17,543,575

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 12,319,816 12,625,532

一般管理費 1,873,118 1,868,813

供給販売費及び一般管理費合計 14,192,934 14,494,346

営業利益 2,276,086 3,049,229

営業外収益

受取配当金 76,010 136,592

受取賃貸料 128,488 130,670

その他 189,283 118,971

営業外収益合計 393,782 386,234

営業外費用

支払利息 156,605 147,058

出向社員費用 100,200 65,920

その他 16,568 13,114

営業外費用合計 273,373 226,093

経常利益 2,396,495 3,209,370

税金等調整前四半期純利益 2,396,495 3,209,370

法人税等 646,726 894,396

四半期純利益 1,749,769 2,314,973

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

672 △3,191

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,749,096 2,318,165
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四半期連結包括利益計算書

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 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 1,749,769 2,314,973

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 79,707 78,218

退職給付に係る調整額 32,882 △2,958

持分法適用会社に対する持分相当額 △347 93

その他の包括利益合計 112,242 75,354

四半期包括利益 1,862,011 2,390,327

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,861,338 2,393,519

非支配株主に係る四半期包括利益 672 △3,191
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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)

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 2,396,495 3,209,370

減価償却費 6,649,769 6,600,650

保安対策引当金の増減額（△は減少） △88,953 △107,121

器具保証引当金の増減額（△は減少） 16,170 27,488

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 38,070 49,116

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,919 3,899

受取利息及び受取配当金 △83,968 △144,420

支払利息 156,605 147,058

売上債権の増減額（△は増加） 5,511,979 4,794,108

棚卸資産の増減額（△は増加） △7,448,361 △3,238,793

仕入債務の増減額（△は減少） 1,575,599 △7,211,044

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,780,160 △712,290

その他 △166,309 △771,852

小計 6,753,017 2,646,166

利息及び配当金の受取額 86,525 146,978

利息の支払額 △157,454 △147,235

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △931,767 △1,522,956

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,750,321 1,122,952

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 △5,441,040 △5,952,763

有形固定資産の売却及び収用等による収入 635,487 4,677

無形固定資産の取得による支出 △122,338 △960,353

長期前払費用の取得による支出 △151,524 △179,516

関係会社貸付けによる支出 － △299,812

その他 71,079 77,440

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,008,336 △7,310,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 329,808

長期借入金の返済による支出 △1,947,266 △1,676,020

配当金の支払額 △441,635 △529,925

その他 △146,566 △163,628

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,535,468 △2,039,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,793,483 △8,227,141

現金及び現金同等物の期首残高 6,141,036 9,565,657

連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同
等物の減少額

－ △12,836

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,347,553 1,325,679
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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。

（重要な後発事象）

・無担保社債の発行

　 当社は、2022年10月14日を払込期日とする無担保社債を下記の条件にて発行しております。

【第25回無担保社債（社債間限定同順位特約付）】

　 １. 発行総額 100億円

　 ２．発行価格 各社債の金額100円につき金100円

　 ３．利率 年1.450%

　 ４．払込期日 2022年10月14日

　 ５．償還期限 2042年10月14日

　 ６．資金使途 コマーシャルペーパーと社債の償還資金に充当の予定。

　 ７．財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
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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
(2021.9.30現在)

当四半期末
(2022.9.30現在)

増 減
増減率

(％)

ガス
小売お客さま件数 498,391 492,278 △6,113 △1.2

取付メーター件数 591,439 596,468 5,029 0.9

電気 お客さま件数 205,177 220,998 15,821 7.7

　

ガス販売量

(単位：千ｍ3)

項 目
前年同四半期

(2021.4～2021.9)
当四半期

(2022.4～2022.9)
増 減

増減率
(％)

家 庭 用 69,287 66,477 △2,810 △4.1

業

務

用

商 業 用 68,044 72,104 4,060 6.0

工 業 用 40,795 41,307 512 1.3

公 用 21,317 21,061 △256 △1.2

医 療 用 16,576 16,906 330 2.0

計 146,732 151,378 4,646 3.2

小 計 216,019 217,855 1,836 0.9

他事業者向け供給 5,521 7,206 1,685 30.5

総 販 売 量 221,540 225,061 3,521 1.6

電力販売量

(単位：千kWh)

項 目
前年同四半期

(2021.4～2021.9)
当四半期

(2022.4～2022.9)
増 減

増減率

(％)

低 圧 249,537 258,011 8,474 3.4

高 圧 116,648 108,247 △8,401 △7.2

卸 売 49,352 92,319 42,967 87.1

総 販 売 量 415,537 458,578 43,041 10.4

　

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2四半期 54,799 36.6 2,868 61.0 2,996 58.9 2,175 57.4

2022年3月期第2四半期 40,109 △7.0 1,781 365.3 1,886 216.2 1,382 210.1

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

　


