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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３四半期連結
累計期間

第166期
第３四半期連結

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12月31日

自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 31,039,781 27,979,593 45,975,493

経常利益 （千円） 377,665 37,479 2,289,649

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 182,818 6,253 1,448,179

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 450,127 459,012 832,351

純資産額 （千円） 44,430,719 44,871,325 44,812,741

総資産額 （千円） 55,877,127 55,449,999 57,524,885

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 38.13 1.30 302.04

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 （％） 74.8 76.0 73.1

 

回次
第165期

第３四半期連結
会計期間

第166期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

１株当たり四半期純損失金額

（△）
（円） △44.76 △43.49

（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。

４．平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前連結会計年度

の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損

失金額（△）を算定しております。

 

２【事業の内容】

　当第３四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３四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３四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３四半期連結累計期間（平成28年４～12月）の売上高につきましては、冬期に入って気温が前年に比べ低

めに推移したことによりガス販売量は前年並みとなったものの、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から、前年同期に比べ30億60百万円減少の279億79百万円となりました。

一方、営業費用につきましては、ＬＮＧ価格の下落等に伴い原料費が減少したこと、経営全般にわたり経費の

削減に努めたことなどから、前年同期に比べ27億41百万円減少の280億95百万円となりました。

この結果、営業損失１億15百万円（前年同期は営業利益２億２百万円）、経常利益は前年同期に比べ３億40百

万円減少の37百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期に比べ１億76百万円減少の６百万円となり

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、売上高及びセグメント利益又はセグメント損失には、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に比べ0.7％増の230,047千ｍ3となりました。用途別では、家庭用ガス販売量は、前年

に比べ冬期に入って気温が低めに推移したものの春先の気温が高めに推移したことにより給湯・暖房用需要が減

少したことから、前年同期に比べ1.7％減の94,907千ｍ3、業務用（商業用、工業用、その他用）ガス販売量につ

いては冬期に入って気温が前年に比べ低めに推移したことによる暖房用需要の増加やお客さま設備の稼働増加な

どにより、前年同期に比べ2.6％増の135,140千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、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から、前年同期に比べ29億57百万円減少の249億21百万円、セグメント損失は４億80

百万円（前年同期はセグメント損失２億23百万円）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３億２百万円減少の55億７百万円、セグメント利益は54百万円減少の

３億59百万円となりました。

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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 9,600,000

計 9,600,000

 （注）平成28年６月29日開催の第165回定時株主総会決議に基づき、平成28年10月１日を効力発生日として普通株式10株

　　 を１株とする株式併合の実施及び当該株式併合に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は86,400,000株

　　 減少し、9,600,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年2月14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 4,800,000 4,800,000
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数は100株

であります。

計 4,800,000 4,800,000 － －

 （注）平成28年６月29日開催の第165回定時株主総会決議に基づき、平成28年10月１日を効力発生日として普通株式10株

　　 を１株とする株式併合の実施及び当該株式併合に伴う定款の一部変更が行われ、発行済株式総数は43,200,000株

　　 減少し、4,800,000株となり、単元株式数は1,000株から100株へ変更しております。

 

（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10月１日～

平成28年12月31日
△43,200 4,800 － 2,400,000 － 21,043

 （注）平成28年６月29日開催の第165回定時株主総会決議に基づき、平成28年10月１日を効力発生日として普通株式10株

　　 を１株とする株式併合の実施及び当該株式併合に伴う定款の一部変更が行われ、発行済株式総数は43,200,000株

　　 減少し、4,800,000株となっております。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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３四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９月30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12月31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 47,757,000 47,757 －

単元未満株式 普通株式 190,000 － －

発行済株式総数  48,000,000 － －

総株主の議決権 － 47,757 －

 （注）平成28年６月29日開催の第165回定時株主総会決議に基づき、平成28年10月１日を効力発生日として普通株式10株

　　 を１株とする株式併合の実施及び当該株式併合に伴う定款の一部変更が行われ、発行済株式総数は43,200,000株

　　 減少し、4,800,000株となっておりますが、上記は株式併合前の株式数にて記載しております。

 

②【自己株式等】

平成28年12月31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

 （注）平成28年６月29日開催の第165回定時株主総会決議に基づき、平成28年10月１日を効力発生日として普通株式10株

　　 を１株とする株式併合の実施及び当該株式併合に伴う定款の一部変更が行われましたが、上記は株式併合前の株式

　　 数にて記載しております。

 

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３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 5,180,474 4,821,519

供給設備 30,891,845 30,888,943

業務設備 1,114,514 1,326,813

その他の設備 988,213 980,892

建設仮勘定 255,693 411,740

有形固定資産合計 38,430,740 38,429,908

無形固定資産   

のれん 1,264,037 1,193,813

その他無形固定資産 681,278 888,597

無形固定資産合計 1,945,316 2,082,410

投資その他の資産   

投資有価証券 3,027,804 3,283,490

繰延税金資産 412,511 406,930

その他投資 1,106,329 1,031,700

貸倒引当金 △18,087 △17,411

投資その他の資産合計 4,528,558 4,704,710

固定資産合計 44,904,615 45,217,029

流動資産   

現金及び預金 7,306,178 4,516,636

受取手形及び売掛金 3,890,406 ※２ 3,980,734

有価証券 300,097 361,017

繰延税金資産 307,940 389,835

その他流動資産 823,085 992,692

貸倒引当金 △9,334 △7,947

流動資産合計 12,618,375 10,232,969

繰延資産   

開発費 1,894 －

繰延資産合計 1,894 －

資産合計 57,524,885 55,449,999
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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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

固定負債   

長期借入金 1,488,473 978,800

繰延税金負債 9,504 137,453

役員退職慰労引当金 162,391 168,468

ガスホルダー修繕引当金 1,191,906 1,249,052

器具保証引当金 266,965 303,268

退職給付に係る負債 825,276 806,546

その他固定負債 589,052 578,948

固定負債合計 4,533,568 4,222,537

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 867,773 790,993

支払手形及び買掛金 2,727,370 2,566,804

未払法人税等 771,379 105,567

役員賞与引当金 4,209 －

その他流動負債 3,807,842 2,892,771

流動負債合計 8,178,575 6,356,136

負債合計 12,712,143 10,578,674

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 38,849,916

自己株式 △16,290 △17,047

株主資本合計 41,631,986 41,253,912

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 1,267,085

退職給付に係る調整累計額 △483,428 △397,925

その他の包括利益累計額合計 447,456 869,160

非支配株主持分 2,733,299 2,748,252

純資産合計 44,812,741 44,871,325

負債純資産合計 57,524,885 55,449,999
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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27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 31,039,781 27,979,593

売上原価 19,675,986 16,805,349

売上総利益 11,363,795 11,174,244

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 9,157,132 9,521,140

一般管理費 2,003,757 1,768,793

供給販売費及び一般管理費合計 11,160,889 11,289,933

営業利益又は営業損失（△） 202,905 △115,689

営業外収益   

受取利息 9,345 6,482

受取配当金 52,730 49,997

受取賃貸料 58,682 57,115

その他 96,246 66,135

営業外収益合計 217,005 179,730

営業外費用   

支払利息 31,118 21,977

その他 11,126 4,584

営業外費用合計 42,245 26,562

経常利益 377,665 37,479

税金等調整前四半期純利益 377,665 37,479

法人税等 136,755 2,160

四半期純利益 240,910 35,319

非支配株主に帰属する四半期純利益 58,091 29,065

親会社株主に帰属する四半期純利益 182,818 6,253
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【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27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 240,910 35,319

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 185,558 338,190

退職給付に係る調整額 23,659 85,502

その他の包括利益合計 209,217 423,692

四半期包括利益 450,127 459,012

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 391,262 427,957

非支配株主に係る四半期包括利益 58,864 31,054
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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３四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。

 

（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）

１　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３四半期連結会計期間
　　 　（平成28年12月31日）

保証債務 100,367千円 91,691千円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
　　　　前連結会計年度

　　　　（平成28年３月31日）
　 　当第３四半期連結会計期間
　　 （平成28年12月31日）

受取手形 －千円 6,238千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31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３四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３

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３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

減価償却費 3,893,960千円 3,869,352千円

のれんの償却額 70,224 70,224
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31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 27,879,703 5,810,444 33,690,147 △2,650,366 31,039,781

セグメント利益又はセグ

メント損失（△）
△223,799 413,735 189,935 12,970 202,905

（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．セグメント利益又はセグメント損失の調整額12,970千円はセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又はセグメント損失は、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３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31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 24,921,847 5,507,758 30,429,605 △2,450,012 27,979,593

セグメント利益又はセグ

メント損失（△）
△480,201 359,689 △120,511 4,822 △115,689

（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．セグメント利益又はセグメント損失の調整額4,822千円はセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失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３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 38円13銭 １円30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） 182,818 6,253

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）
182,818 6,253

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,794 4,794

（注）１．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。

２．平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前連結会

計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

（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29年２月13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３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四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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