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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 748,378 6.7 1,739 △96.4 1,931 △95.8 △4,959 ―

23年3月期第2四半期 701,322 11.0 48,059 3.5 45,869 △9.3 25,569 △21.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △7,792百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 12,513百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △1.89 ―

23年3月期第2四半期 9.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 1,779,018 819,795 45.2
23年3月期 1,829,661 874,094 46.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  804,374百万円 23年3月期  858,920百万円

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

23年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00

24年3月期 ― 4.50

24年3月期（予想） ― 4.50 9.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  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 1,714,000 11.6 61,000 △50.2 58,000 △52.3 32,000 △66.5 12.29

 



(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５ページ「２．サマリー情報（その他）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」をご覧下さい。 

(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 
１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
２．決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示するとともに、当社ホームページにも掲載することとしています。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 2,590,715,295 株 23年3月期 2,684,193,295 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 5,956,057 株 23年3月期 5,899,491 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 2,621,295,203 株 23年3月期2Q 2,680,011,748 株



  

  

業績予想の修正を行っており、本資料では修正後の予想数値を記載しています。 

  

※平成24年３月期の個別業績予想

（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

  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  1,503,000  35,000  43,000  25,000  9.60
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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（23年４月～９月）のガス販売量は、前年同四半期に比べ発電用需要の増加等により工

業用需要が増加したものの、春先の平均気温が前年同四半期に比べて高く推移した影響で給湯・暖房需要が減少した

こと等により家庭用需要が減少したこと、並びに震災及び省エネ影響等による既存設備の稼働減により業務用需要が

減少したこと等から、前年同四半期比 ％増の 百万ｍ3にとどまりました。売上単価は原油価格上昇に伴う原

料費調整により増加し、都市ガス売上高は同 ％増の 億円となりました。 

この都市ガス売上高の増加に加え、その他エネルギー（電力）売上高の増加等を受け、連結売上高は同 ％増の

億円となりました。 

営業費用については経営効率化の一層の推進を図り、費用の抑制に 大限の努力を重ねてきたものの、原油高の影

響からガス原材料費が増加したこと、及び退職給付数理計算上の差異の負担増等により同 ％増の 億円とな

りました。 

この結果、営業利益は同 ％減の 億円、経常利益は同 ％減の 億円となりました。これに加え、投資有価

証券評価損 億円を特別損失に計上し、法人税等を計上した結果、 億円の四半期純損失となりました。 

売上高については都市ガス事業の売上高がその大半を占めているため、事業の性質上気温等の影響により著しい季

節的変動があります。 
  

（平成24年３月期第２四半期連結累計期間ガス販売量） 

（注）① 家庭用上段数値は、調定１件当たり販売量（㎥／件・月） 

② 業務用は、商業用、公用及び医療用 

③ ガス販売量は45MJ（メガジュール）／㎥ 

上記注記は、以後の記載においてすべて同じです。 
   

（原油価格及び為替レート） 

   
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

23年３月期末に比べ、総資産は、原材料及び貯蔵品残高の増加等があったものの、その他流動資産（未収入金）残

高の減少、現金及び預金残高の減少、並びに減価償却の進行による有形固定資産残高の減少等により 億円減少

し、１兆 億円となりました。 

純資産は、自己株式の市場買付（ 億円）、及び剰余金の配当（ 億円）等により減少し、 億円となりま

した。 

総資産の減少率に比べ、自己資本（株主資本及びその他の包括利益累計額の合計）の減少率が大きかった結果、自

己資本比率は ％と ポイント下落しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

0.1 6,940

6.2 5,544

6.7

7,483

14.3 7,466

96.4 17 95.8 19

48 △49

  
当第２四半期
連結累計期間 

（23.４～23.９） 

前第２四半期 
連結累計期間 

（22.４～22.９） 
増減 

増減率
（％） 

お客さま件数 千件  10,777  10,673  104  1.0

ガス 

販売量 

家庭用 
ｍ3  24.14  25.10  △0.96  △3.8

百万ｍ3  1,317  1,359  △42  △3.1

  業務用 百万ｍ3  1,348  1,569  △221  △14.1

  工業用 百万ｍ3  3,358  3,087  271  8.8

計 百万ｍ3  4,707  4,656  51  1.1

他事業者向け供給 百万ｍ3  916  919  △3  △0.3

合計 百万ｍ3  6,940  6,934  6  0.1

平均気温 ℃  22.6  23.0  △0.4 － 

  
当第２

四半期連結 
累計期間 

前第２ 
四半期連結 
累計期間 

増減   
当第２

四半期連結 
累計期間 

前第２ 
四半期連結 
累計期間 

増減

原油価格 

（＄／bbl） 
 113.91  78.37  35.54

為替レート 

（円／＄） 
 79.75  88.91  △9.16

506

7,790

339 120 8,197

45.2 1.7
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

23年７月29日公表の24年３月期第１四半期決算短信に記載した連結業績予想に対して、前提となる経済フレームに

ついては変更していません（原油価格については10月以降平均110＄／bbl、為替レートについては10月以降80円／

＄）。これにより、通期の原油価格見通しは111.96＄／bbl、通期の為替レート見通しは79.88円／＄となります。 

その結果、連結業績予想については、当社及び連結子会社の業績予想の修正により、売上高は90億円増の１兆

7,140億円と前回業績予想を上回りますが、営業利益は610億円、経常利益は580億円とそれぞれ前回業績予想から変

更はありません。一方、当期純利益は50億円減の320億円と、前回業績予想を下回る見通しです。 

当社の個別業績予想については、同じく23年７月29日公表の24年３月期第１四半期決算短信に記載した個別業績予

想に対して、業務用及び工業用既存設備の稼働増等によりガス販売量は増加します。一方、円高の進行による原料価

格下落に伴い原料費調整制度による売上単価減等があり、ガス売上高は前回業績予想を下回りますが、電力販売、

LNG販売等の附帯事業売上高が増加することにより、売上高は110億円増の１兆5,030億円となる見通しです。一方、

営業利益は、附帯事業損益が売上高増により改善するものの、ガス売上高の減少に伴い粗利益が減少するため、20億

円減の350億円となります。経常利益は営業外損益の改善により430億円と前回業績予想から変更はありませんが、当

期純利益は第２四半期に投資有価証券評価損を特別損失として計上したため、50億円減の250億円と前回業績予想を

下回る見通しです。 

  

①連結決算  

［ガス販売量見通し］ 

  

［収支見通し］  

                                                                           （単位：億円） 

（注）事業間の内部売上高は都市ガス以外の欄で調整しています。 

  

  23年度見通し 22年度実績 増減 
増減率
（％） 

ガス 

販売量 

家庭用 百万ｍ3  3,451  3,520  △69  △2.0

  業務用 百万ｍ3  2,705  3,042  △337  △11.1

  工業用 百万ｍ3  6,641  6,237  404  6.5

計 百万ｍ3  9,346  9,278  68  0.7

他事業者向け供給 百万ｍ3  1,929  1,947  △18  △0.9

合計 百万ｍ3  14,727  14,745  △18  △0.1

平均気温 ℃  16.7  16.7  － － 

  売上高 
  

営業利益 経常利益 当期純利益 
都市ガス 都市ガス以外

23年度見通し  17,140  12,742  4,398  610  580  320

22年度実績  15,352  11,370  3,981  1,224  1,215  954

増   減  1,788  1,372  417  △614  △635  △634

増減率(％)       11.6        12.1          10.5       △50.2      △52.3  △66.5
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②個別決算   

［ガス販売量見通し］  

  

［収支見通し］ 

                                                                            （単位：億円） 

  

［原油価格及び為替レート］ 

  

  23年度見通し 22年度実績 増減 
増減率
（％） 

ガス 

販売量 

家庭用 百万ｍ3  3,346  3,412  △66  △1.9

  業務用 百万ｍ3  2,553  2,875  △322  △11.2

  工業用 百万ｍ3  5,297  4,963  334  6.7

計 百万ｍ3  7,850  7,839  11  0.1

他事業者向け供給 百万ｍ3  2,163  2,191  △28  △1.3

合計 百万ｍ3  13,359  13,441  △82  △0.6

  売上高 
  

営業利益 経常利益 当期純利益 
ガス ガス以外 

23年度見通し  15,030  11,880  3,150  350  430  250

22年度実績  13,298  10,716  2,581  888  991  674

増   減  1,732  1,164  569  △538  △561  △424

増減率(％)  13.0  10.9  22.0  △60.6  △56.6  △63.0

  
 

23年度見通し 
  

  
22年度実績 

  
増減   23年度見通し

  

  
22年度実績 

  
増減

原油価格 

（＄／bbl） 
 111.96  84.15  27.81

為替レート 

（円／＄） 
 79.88  85.74 △5.86 
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（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（累計期間）に当該見積実効税率等を乗じて計算

しています。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 180,446 175,172

供給設備 461,109 447,938

業務設備 62,149 64,268

その他の設備 318,239 312,367

休止設備 447 439

建設仮勘定 97,850 106,123

有形固定資産合計 1,120,243 1,106,309

無形固定資産   

のれん 1,198 970

その他無形固定資産 39,944 41,289

無形固定資産合計 41,143 42,259

投資その他の資産   

投資有価証券 137,456 125,341

長期貸付金 21,340 24,914

繰延税金資産 39,085 40,359

その他投資 31,928 30,631

貸倒引当金 △909 △893

投資その他の資産合計 228,900 220,352

固定資産合計 1,390,286 1,368,922

流動資産   

現金及び預金 90,302 76,021

受取手形及び売掛金 160,128 165,134

リース債権及びリース投資資産 26,789 27,483

商品及び製品 3,591 4,140

仕掛品 8,937 15,529

原材料及び貯蔵品 36,451 51,776

繰延税金資産 15,624 16,462

その他流動資産 98,096 54,122

貸倒引当金 △546 △575

流動資産合計 439,374 410,095

資産合計 1,829,661 1,779,018
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

固定負債   

社債 311,492 311,493

長期借入金 188,239 204,946

繰延税金負債 17,330 14,790

退職給付引当金 96,870 91,346

ガスホルダー修繕引当金 3,565 3,256

資産除去債務 3,679 3,763

その他固定負債 25,535 25,549

固定負債合計 646,713 655,146

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 48,765 75,198

支払手形及び買掛金 76,180 76,546

短期借入金 17,825 18,420

未払法人税等 32,795 13,020

繰延税金負債 6 5

その他流動負債 133,281 120,884

流動負債合計 308,853 304,075

負債合計 955,567 959,222

純資産の部   

株主資本   

資本金 141,844 141,844

資本剰余金 2,065 2,065

利益剰余金 718,439 667,231

自己株式 △2,355 △2,179

株主資本合計 859,994 808,961

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,788 12,402

繰延ヘッジ損益 1,145 △567

為替換算調整勘定 △17,008 △16,421

その他の包括利益累計額合計 △1,073 △4,586

少数株主持分 15,174 15,420

純資産合計 874,094 819,795

負債純資産合計 1,829,661 1,779,018
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 701,322 748,378

売上原価 447,160 526,928

売上総利益 254,162 221,449

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 176,786 188,313

一般管理費 29,315 31,397

供給販売費及び一般管理費合計 206,102 219,710

営業利益 48,059 1,739

営業外収益   

受取利息 655 653

受取配当金 994 993

持分法による投資利益 2,127 1,799

為替差益 539 1,729

雑収入 5,633 3,383

営業外収益合計 9,950 8,559

営業外費用   

支払利息 4,872 4,952

雑支出 7,267 3,414

営業外費用合計 12,140 8,367

経常利益 45,869 1,931

特別損失   

投資有価証券評価損 2,314 4,835

特別損失合計 2,314 4,835

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

43,555 △2,904

法人税等 17,861 1,393

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

25,694 △4,297

少数株主利益 124 662

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,569 △4,959
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

25,694 △4,297

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,943 △2,367

繰延ヘッジ損益 △2,312 △1,456

為替換算調整勘定 △3,622 481

持分法適用会社に対する持分相当額 △301 △152

その他の包括利益合計 △13,180 △3,495

四半期包括利益 12,513 △7,792

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 12,416 △8,472

少数株主に係る四半期包括利益 96 680
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該当事項はありません。 

  

  

（報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報） 

前第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) 

 （単位：百万円）

（注）１． 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報処理サービ

ス事業、船舶事業、クレジット・リース事業等を含んでいます。 

 ２． セグメント利益の調整額△19,581百万円には、セグメント間取引消去794百万円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△20,376百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費です。 

３． セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

当第２四半期連結累計期間(自平成23年４月１日 至平成23年９月30日) 

 （単位：百万円）

（注）１． 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報処理サービ

ス事業、船舶事業、クレジット・リース事業等を含んでいます。 

 ２． セグメント利益の調整額△20,339百万円には、セグメント間取引消去1,665百万円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△22,004百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費です。 

３． セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  
  

 報告セグメント
その他
（注１）

合計 
調整額 
（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３）都市ガス

器具及び 
ガス工事 

その他
エネルギー

不動産 計

売上高                  

外部顧客への 

売上高 
 491,816  69,365  99,341  6,023  666,547  34,774  701,322  －  701,322

セグメント間の 

 内部売上高又は 

 振替高 

 30,014  5,451  6,118  10,504  52,089  36,326  88,415  △88,415  －

計  521,830  74,817  105,460  16,527  718,636  71,101  789,738  △88,415  701,322

セグメント利益  55,006  807  5,118  3,932  64,865  2,776  67,641  △19,581  48,059

  
  

 報告セグメント
その他
（注１）

合計 
調整額 
（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３）都市ガス

器具及び 
ガス工事 

その他
エネルギー

不動産 計

売上高                  

外部顧客への 

売上高 
 513,703  70,340  118,947  5,361  708,353  40,024  748,378  －  748,378

セグメント間の 

 内部売上高又は 

 振替高 

 40,696  7,296  15,290  9,433  72,718  33,393  106,111  △106,111  －

計  554,400  77,637  134,238  14,795  781,071  73,418  854,489  △106,111  748,378

セグメント利益  14,260  510  3,204  2,600  20,576  1,501  22,078  △20,339  1,739
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①自己株式の取得  

当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得

のための市場買付を以下のとおり実施しました。 

 なお、平成23年７月21日までの買付をもって、平成23年４月28日開催の取締役会において決議した自己株式の

取得について、取得を終了しました。 

・買付期間  平成23年５月31日から平成23年７月21日まで（約定ベース） 

・買付株式数 93,478千株 

・買付総額  33,999百万円 

・買付方法  東京証券取引所における指定金外信託による市場買付 

  

②自己株式の消却  

当社は、平成23年７月29日に開催した取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却する

ことを決議し、以下のとおり実施しました。 

・消却する株式の種類 当社普通株式 

・消却する株式の数  93,478千株 

・消却実施日     平成23年８月12日 

  

（５）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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（１）四半期個別決算経営成績 

（平成24年３月期第２四半期累計期間ガス販売量） 

   

（平成24年３月期第２四半期累計期間収支実績）                                              （単位：億円）

（注）① 売上原価の中の原材料費は 億円（対前第２四半期累計期間＋513億円、＋19.1％）です。 

② 営業外費用の支払利息等は 億円（対前第２四半期累計期間＋２億円、＋3.4％）です。 

   

以上

４．補足情報

  
当第２四半期
累計期間 

（23.４～23.９） 

前第２四半期 
累計期間 

（22.４～22.９） 
増減 

増減率
（％） 

お客さま件数 千件  10,480  10,376  104  1.0

ガス 

販売量 

家庭用 
ｍ3  24.00  24.97  △0.97  △3.9

百万ｍ3  1,273  1,315  △42  △3.1

  業務用 百万ｍ3  1,276  1,487  △211  △14.1

  工業用 百万ｍ3  2,684  2,503  181  7.2

計 百万ｍ3  3,960  3,990  △30  △0.7

他事業者向け供給 百万ｍ3  1,022  1,032  △10  △1.0

合計 百万ｍ3  6,256  6,337  △81  △1.3

平均気温 ℃  22.6  23.0  △0.4 － 

収益 

    

費用

    

対前第２ 
四半期累計 
期間増減 

増減率
（％） 

対前第２ 
四半期累計 
期間増減 

増減率
（％） 

製品売上 ガス売上  5,134  221  4.5 営業費 

売上原価  3,323  516  18.4

販管費  1,973  121  6.5

計  5,296  636  13.7

その他 

売上 

受注工事  143  △11  △7.5

その他 

費用 

受注工事  150  △11  △7.1

器具販売等  472  22  4.9 器具販売  430  27  6.7

附帯事業  726  209  40.3 附帯事業  720  224  45.2

計  1,342  219  19.5 計  1,301  239  22.6

総売上高  6,476  439  7.3 総費用  6,598  876  15.3

   営業損失（△）  △121  △436  －

営業外収益  140  △5  △3.6 営業外費用  63  △11  △15.0

        経常損失（△）  △44  △430  －

特別利益  －  △36  △100.0 特別損失  48  25  108.3

        四半期純損失（△）  △62  △334  －

3,197

42
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