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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第165期

第１四半期連結
累計期間

第166期
第１四半期連結

累計期間
第165期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 11,233,066 9,766,272 45,975,493

経常利益 （千円） 1,289,927 1,027,599 2,289,649

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 860,161 687,228 1,448,179

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,151,570 588,521 832,351

純資産額 （千円） 45,132,289 45,001,513 44,812,741

総資産額 （千円） 56,568,893 55,626,638 57,524,885

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 17.94 14.33 30.20

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 75.1 75.9 73.1

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社、当社の子会社及び関連会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間（平成28年４～６月）の売上高につきましては、期間中の気温が前年に比べ高めに

推移しガス販売量が減少したことに加え、原料費調整制度に基づくガス料金単価の引き下げがあったことなどに

より、前年同期に比べ14億66百万円減少の97億66百万円となりました。

　一方、営業費用につきましては、ガス販売量の減少やＬＮＧ価格の下落等に伴い原料費が減少したことなどか

ら、前年同期に比べ12億18百万円減少の88億４百万円となりました。

　この結果、前年同期に比べ営業利益は２億48百万円減少の９億61百万円、経常利益は２億62百万円減少の10億

27百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては１億72百万円減少の６億87百万円となりました。

　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。

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、下記のセグメント別売上高及びセグメント利益には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでおり

ます。

＜都市ガス＞

ガス販売量は前年同期と比べ3.8％減の78,954千ｍ3となりました。用途別では、家庭用ガス販売量は期間中の

気温が前年に比べ高めに推移し給湯・暖房用需要が減少したことから前年同期に比べ3.6％減の39,548千ｍ3、業

務用（商業用、工業用、その他用）ガス販売量についても、期間中の気温が前年に比べ高めに推移したことによ

る空調用需要の減少や、お客さま設備の稼働減少などにより前年同期に比べ4.0％減の39,406千ｍ3となりまし

た。

都市ガス事業（付随する受注工事及び器具販売を含む）の売上高は、ガス販売量の減少に加え原料費調整制

度に基づくガス料金単価の引き下げがあったことなどにより、前年同期に比べ15億96百万円減少の88億33百万

円、セグメント利益はガス販売量の減少やＬＮＧ価格の下落等に伴い原料費が減少したことなどから２億64百

万円減少の８億69百万円となりました。

＜その他＞

その他の事業の売上高は前年同期に比べ25百万円減少の15億84百万円、セグメント利益は１百万円増加の79百

万円となりました。

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（３）研究開発活動

特記事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 96,000,000

計 96,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年8月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 48,000,000 48,000,000
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数は1,000

株であります。

計 48,000,000 48,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

(千株)

発行済株式総
数残高

(千株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 48,000 － 2,400,000 － 21,043

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成28年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 53,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 47,754,000 47,754 －

単元未満株式 普通株式 193,000 － －

発行済株式総数  48,000,000 － －

総株主の議決権 － 47,754 －

 

②【自己株式等】

平成28年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

北陸瓦斯株式会社
新潟市中央区東大

通一丁目２番23号
53,000 － 53,000 0.11

計 － 53,000 － 53,000 0.11

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）及び「ガス事業会計規則」（昭和29年通商産業省令第15号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 5,180,474 4,943,342

供給設備 30,891,845 30,710,421

業務設備 1,114,514 1,108,638

その他の設備 988,213 985,604

建設仮勘定 255,693 369,752

有形固定資産合計 38,430,740 38,117,759

無形固定資産   

のれん 1,264,037 1,240,629

その他無形固定資産 681,278 709,013

無形固定資産合計 1,945,316 1,949,643

投資その他の資産   

投資有価証券 3,027,804 2,710,578

繰延税金資産 412,511 460,929

その他投資 1,106,329 1,011,017

貸倒引当金 △18,087 △17,261

投資その他の資産合計 4,528,558 4,165,264

固定資産合計 44,904,615 44,232,667

流動資産   

現金及び預金 7,306,178 7,305,982

受取手形及び売掛金 3,890,406 2,448,964

有価証券 300,097 230,071

繰延税金資産 307,940 310,268

その他流動資産 823,085 1,105,073

貸倒引当金 △9,334 △7,097

流動資産合計 12,618,375 11,393,263

繰延資産   

開発費 1,894 708

繰延資産合計 1,894 708

資産合計 57,524,885 55,626,638
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

固定負債   

長期借入金 1,488,473 1,340,493

繰延税金負債 9,504 －

役員退職慰労引当金 162,391 160,605

ガスホルダー修繕引当金 1,191,906 1,282,365

器具保証引当金 266,965 276,189

退職給付に係る負債 825,276 820,104

その他固定負債 589,052 578,948

固定負債合計 4,533,568 4,458,707

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 867,773 866,933

支払手形及び買掛金 2,727,370 1,711,907

未払法人税等 771,379 373,631

役員賞与引当金 4,209 －

その他流動負債 3,807,842 3,213,944

流動負債合計 8,178,575 6,166,417

負債合計 12,712,143 10,625,124

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 39,227,234 39,530,891

自己株式 △16,290 △16,368

株主資本合計 41,631,986 41,935,566

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 930,884 760,477

退職給付に係る調整累計額 △483,428 △455,022

その他の包括利益累計額合計 447,456 305,455

非支配株主持分 2,733,299 2,760,492

純資産合計 44,812,741 45,001,513

負債純資産合計 57,524,885 55,626,638
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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27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 11,233,066 9,766,272

売上原価 6,349,963 5,168,030

売上総利益 4,883,102 4,598,241

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 2,950,862 3,041,465

一般管理費 722,897 595,465

供給販売費及び一般管理費合計 3,673,760 3,636,931

営業利益 1,209,342 961,310

営業外収益   

受取利息 3,412 2,845

受取配当金 32,158 30,491

受取賃貸料 19,464 19,003

その他 37,994 23,399

営業外収益合計 93,030 75,740

営業外費用   

支払利息 10,817 7,822

その他 1,628 1,627

営業外費用合計 12,445 9,450

経常利益 1,289,927 1,027,599

税金等調整前四半期純利益 1,289,927 1,027,599

法人税等 380,721 296,960

四半期純利益 909,206 730,638

非支配株主に帰属する四半期純利益 49,044 43,410

親会社株主に帰属する四半期純利益 860,161 687,228
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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　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純利益 909,206 730,638

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 234,478 △170,522

退職給付に係る調整額 7,886 28,405

その他の包括利益合計 242,364 △142,116

四半期包括利益 1,151,570 588,521

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,101,492 545,227

非支配株主に係る四半期包括利益 50,078 43,294
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額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。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　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。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

　関東信越ガス事業協同組合の独立行政法人中小企業基盤整備機構からの高度化資金借入に対する連結子会社の

債務保証の金額は、次のとおりであります。

 
　　　　前連結会計年度

　　　　（平成28年３月31日）
　 　当第１四半期連結会計期間
　　 　（平成28年６月30日）

保証債務 100,367千円 100,367千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　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高が多く計上されます。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却

額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

減価償却費 1,256,800千円 1,236,297千円

のれんの償却額 23,408 23,408
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 383,581 8.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 383,570 8.0 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１．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

    （単位：千円）

 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

売上高 10,430,065 1,609,658 12,039,724 △806,658 11,233,066

セグメント利益 1,133,804 77,624 1,211,429 △2,087 1,209,342

（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、ＬＰＧ事業、ガス設

備の保全・設計・施工事業、住宅設備機器の販売・施工事業、土木・管工事事業、太陽光発電事業

等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△2,087千円はセグメント間取引消去であります。

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おります。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．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

    （単位：千円）

 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

売上高 8,833,256 1,584,514 10,417,771 △651,499 9,766,272

セグメント利益 869,372 79,488 948,861 12,448 961,310

（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、ＬＰＧ事業、ガス設

備の保全・設計・施工事業、住宅設備機器の販売・施工事業、土木・管工事事業、太陽光発電事業

等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額12,448千円はセグメント間取引消去であります。

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おります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 17円94銭 14円33銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 860,161 687,228

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（千円）
860,161 687,228

普通株式の期中平均株式数（千株） 47,947 47,946

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年８月10日

北陸瓦斯株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 塚田　一誠　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井口　　誠　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北陸瓦斯株式会

社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北陸瓦斯株式会社及び連結子会社の平成28年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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