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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3月31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 ％

23年12月期第1四半期 13,935 10.5 1,090 △8.0 1,084 △9.1 672 △9.7
22年12月期第1四半期 12,613 △6.1 1,185 14.4 1,193 14.6 744 14.2

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

23年12月期第1四半期 42.48 42.36
22年12月期第1四半期 47.05 47.00

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年12月期第1四半期 27,904 18,530 66.1 1,165.40
22年12月期 27,406 17,951 65.2 1,128.85

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  18,436百万円 22年12月期  17,858百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年12月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

第2四半期 
(累計)

23,230 △2.4 1,510 △15.8 1,520 △16.1 950 △15.7 60.05

通期 46,020 △3.5 1,600 △8.5 1,610 △9.2 1,010 △2.4 63.84



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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 
 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。業績予想に関する事項は〔添付資料〕添付資料３ページ「１.当四半期の連結業績等に
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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２.その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q 17,424,000株 22年12月期  17,424,000株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  1,604,198株 22年12月期  1,604,198株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 15,819,802株 22年12月期1Q 15,824,459株
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当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、ガス販売量の増加や、輸入エネルギー価格の影

響を受けた大口需要家向けのガス販売価格の上昇により、前年同四半期に比べ10.5％増加の139億35百

万円となりましたが、営業費用につきましても、原料ガスの購入量の増加や購入価格の上昇等により

12.4％増加の128億45百万円となりました。 

 営業利益につきましては、原料ガスの購入価格の上昇等により8.0％減少の10億90百万円、経常利益

につきましては、9.1％減少の10億84百万円、四半期純利益につきましては、9.7％減少の６億72百万円

となりました。 

 セグメント別の業績の概要は以下の通りであります。 

 

【ガ ス】 

 ガス販売量につきましては、大口需要家向けの販売量が増加しましたことなどにより、前年同四半期

に比べ9.2％増加の251,186千ｍ3（39MJ/㎥換算）となりました。受注工事、器具販売等を含めた売上高

につきましては、ガス販売量の増加や、輸入エネルギー価格の影響を受けた大口需要家向けのガス販売

価格の上昇により、133億42百万円となりました。 

 営業費用につきましては、原料ガスの購入量の増加や購入価格の上昇等により、123億17百万円とな

りました。この結果、営業利益につきましては、10億25百万円となりました。 

 

【その他】 

 液化石油ガス事業及び情報処理サービス業を行う本セグメントの売上高につきましては、６億94百万

円、営業費用につきましては、６億31百万円となりました。この結果、営業利益につきましては、62百

万円となりました。 

 

なお、東日本大震災による当社グループ施設の被災はありませんでした。 

  

※ 上記セグメント別の概要につきましては、セグメント間の内部取引を含んでいます。 

※ 当社グループの売上の大半は、季節的変動が著しい「ガス」セグメントによるものであり、その性質上、冬季が需

要期であるため、業績に季節的変動があります。 

※ 当第１四半期より、セグメントの内容を変更しておりますので、ガス販売量を除いて前年同四半期との比較は行っ

ておりません。  

  

「受取手形及び売掛金」の増加等により、当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年

度末に比べ４億98百万円増加し、279億４百万円となりました。 

 未払金の減少等による流動負債「その他」の減少等により、当第１四半期連結会計期間末の負債合計

は前連結会計年度末と比べ80百万円減少し93億74百万円となりました。 

 四半期純利益等による「利益剰余金」の増加等により、当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は

前連結会計年度末と比べ５億78百万円増加し185億30百万円となりました。なお、自己資本比率は

66.1％となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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通期の見通しにつきましては、「平成22年12月期決算短信(連結)」（平成23年２月15日）において公

表いたしました通期業績予想から修正はございません。 

なお、東日本大震災による当社グループ業績への影響につきましては、現在精査中であります。 

今後、気温や上記を含む事業環境等の状況により連結業績に大きな影響を及ぼすと見込まれる場合に

は、その影響額を算定のうえ改めて発表いたします。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

① 一般債権(経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権)の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会

計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する

方法を採用しております。 

② たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法を採用しております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法を採用しております。  

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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もり、税引前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効税率

を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

１．会計処理基準等に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

２．表示方法の変更 

四半期連結損益計算書関係 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき、「財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号 平成21年３月24日）の適用に伴い、当第１

四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

供給設備 9,608,531 9,816,320

業務設備 2,478,085 2,491,768

その他の設備 384,162 400,358

建設仮勘定 124,376 162,482

有形固定資産合計 12,595,155 12,870,929

無形固定資産

その他 491,760 382,565

無形固定資産合計 491,760 382,565

投資その他の資産

投資有価証券 881,534 979,376

その他 1,219,124 1,161,701

貸倒引当金 △21,357 △21,432

投資その他の資産合計 2,079,301 2,119,644

固定資産合計 15,166,217 15,373,139

流動資産

現金及び預金 4,137,804 3,740,606

受取手形及び売掛金 4,945,795 4,530,296

有価証券 3,324,965 3,324,793

その他 340,715 446,638

貸倒引当金 △10,947 △9,110

流動資産合計 12,738,333 12,033,224

資産合計 27,904,551 27,406,364

負債の部

固定負債

長期借入金 814,240 878,560

退職給付引当金 1,694,636 1,678,788

ガスホルダー修繕引当金 147,309 138,569

その他 92,838 83,928

固定負債合計 2,749,024 2,779,846

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 269,560 274,880

買掛金 4,057,870 3,799,072

短期借入金 391,000 391,000

未払法人税等 459,568 509,492

その他 1,447,376 1,700,841

流動負債合計 6,625,375 6,675,286

負債合計 9,374,399 9,455,133

-5-

大多喜ガス（株）（9541）平成23年12月期　第1四半期決算短信



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,244,000 2,244,000

資本剰余金 2,013,844 2,013,844

利益剰余金 15,174,646 14,597,527

自己株式 △994,827 △994,827

株主資本合計 18,437,664 17,860,544

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,196 △2,372

評価・換算差額等合計 △1,196 △2,372

新株予約権 21,976 21,976

少数株主持分 71,707 71,083

純資産合計 18,530,151 17,951,231

負債純資産合計 27,904,551 27,406,364
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(2) 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22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 12,613,292 13,935,766

売上原価 9,803,476 11,205,250

売上総利益 2,809,815 2,730,516

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 1,337,403 1,356,749

一般管理費 286,444 283,037

供給販売費及び一般管理費合計 1,623,847 1,639,787

営業利益 1,185,967 1,090,728

営業外収益

受取利息 5,299 5,616

受取配当金 797 796

導管移設補償料 4,440 8,422

その他 6,484 8,021

営業外収益合計 17,021 22,857

営業外費用

支払利息 7,571 7,369

寄付金 1,507 21,337

その他 41 223

営業外費用合計 9,119 28,930

経常利益 1,193,869 1,084,655

税金等調整前四半期純利益 1,193,869 1,084,655

法人税等 449,129 411,993

少数株主損益調整前四半期純利益 － 672,662

少数株主利益 127 623

四半期純利益 744,612 672,038
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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 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31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 1,193,869 1,084,655

減価償却費 431,856 428,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,499 1,761

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,323 15,848

前払年金費用の増減額（△は増加） 1,715 －

受取利息及び受取配当金 △6,096 △6,412

支払利息 7,571 7,369

売上債権の増減額（△は増加） 423 △438,964

仕入債務の増減額（△は減少） △93,390 258,797

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,179 60,615

その他 65,022 △47,890

小計 1,579,967 1,364,657

利息及び配当金の受取額 6,949 7,252

利息の支払額 △8,458 △8,157

法人税等の支払額 △254,882 △441,025

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,323,576 922,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △400,740 △380,332

工事負担金等受入による収入 2,735 25,301

無形固定資産の取得による支出 △101,863 △136,530

投資有価証券の取得による支出 △150 △130

貸付金の回収による収入 1,141 2,181

その他 200,128 21,739

投資活動によるキャッシュ・フロー △298,749 △367,770

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 △71,380 △69,640

配当金の支払額 △57,775 △87,534

その他 △639 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,795 △157,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 895,031 397,781

現金及び現金同等物の期首残高 4,913,466 5,874,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,808,497 6,272,591
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

  事業区分は「ガス事業会計規則」に準拠した売上集計基準によっております。 

 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

   在外連結子会社がないため、該当する事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 海外売上高が発生していないため、該当する事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

ガス 
(千円)

受注工事
(千円)

器具販売
(千円)

その他
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

11,555,874 143,397 344,111 569,908 12,613,292 ― 12,613,292

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,231 ― 207 112,065 113,504 (113,504) ―

計 11,557,105 143,397 344,318 681,974 12,726,796 (113,504) 12,613,292

営業利益 1,342,707 3,173 56,655 77,128 1,479,665 (293,697) 1,185,967

事業区分 主要な製品等の名称

ガス ガス

受注工事 ガス工事

器具販売 ガス機器、都市ガス警報器リース

その他 液化石油ガス、圧縮天然ガス、情報処理サービス、OA機器の販売

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 
  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。 

 当社グループは、ガス供給が事業の大半を占めているため、「ガス事業」のみを報告セグメントと

しております。 

 なお、「ガス事業」は、都市ガス供給及び付随するガス配管工事、ガス機器販売等を行っておりま

す。 
  

２．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 

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年1月1日 至 平成23年３月31日） 

 
(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(付随   

   するガス配管工事、ガス機器販売含む)、圧縮天然ガス事業(付随するガス配管工事、ガス 

   機器販売含む)、情報処理サービス事業等を行っております。 

   ２．セグメント利益の調整額2,165千円の主な内容は、セグメント間の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。 
  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年1月1日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

【セグメント情報】

報告セグメント その他
(千円) 
(注)１

合計
(千円)

調整額 
(千円) 
(注)２

四半期連結損益
計算書計上額 

(千円) 
(注)３

ガス 
(千円)

売上高 13,342,678 694,949 14,037,627 △101,861 13,935,766

セグメント利益 1,025,602 62,960 1,088,563 2,165 1,090,728

(6) 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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