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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 16,568 8.6 1,451 △11.6 1,745 △10.9 704 △25.7
22年12月期第1四半期 15,257 △5.9 1,642 3.3 1,958 △1.5 948 180.0

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 14.65 13.95
22年12月期第1四半期 19.24 19.02

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 75,055 59,745 67.0 1,046.17
22年12月期 74,991 59,090 66.6 1,038.03

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  50,308百万円 22年12月期  49,917百万円

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  
※ 22年12月期期末配当金の内訳 普通配当５円00銭 記念配当２円00銭 

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 ― 5.00 ― 7.00 12.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

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) 28,000 △2.5 2,100 △14.5 2,600 △13.6 1,400 △6.7 29.11

通期 55,500 △3.0 2,500 △10.0 3,200 △11.5 1,800 △1.3 37.43



(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については、
四半期決算短信（添付資料）P.３「(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「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 60,996,473株 22年12月期  60,996,473株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q 12,908,028株 22年12月期  12,907,817株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  48,088,568株 22年12月期1Q  49,301,615株
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当第１四半期連結累計期間の売上高は、大口需要家向けガス販売量の増加等により、前年同四半期に

比べ8.6％増の165億68百万円となりました。しかしながら、経常利益は、輸入エネルギー価格の影響に

よるガス仕入費用の増加等により、前年同四半期に比べ10.9％減の17億45百万円となりました。四半期

純利益は、固定資産除却損の計上等により、前年同四半期に比べ25.7％減の７億４百万円となりまし

た。

なお、当社グループの業績は、ガス事業の比重が高いことから、その性質上、著しい季節的変動があ

ります。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。なお、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。当四半期連結累計期間のセグメント情報における報告セグメントの売上高及びセグメント

利益の算定方法は、前年同四半期の事業の種類別セグメント情報の算定方法と同一であることから、前

年同四半期の事業の種類別セグメント情報との比較を記載しております。なお、建設事業につきまして

は、報告セグメントに含まれない「その他」へ区分を変更しております。

＜ガス事業＞

大口需要家向けガス販売量の増加等により、売上高は、前年同四半期に比べ9.9％増の150億59百万円

となりました。一方、営業利益は、輸入エネルギー価格の影響によるガス仕入費用の増加等により、前

年同四半期に比べ10.7％減の17億55百万円となりました。

＜ヨード・かん水事業＞

ヨードの販売量が増加したこと等により、売上高は、前年同四半期に比べ9.6％増の８億18百万円と

なりました。一方、営業利益は、円高の影響等により、前年同四半期に比べ25.3％減の１億27百万円と

なりました。

＜その他＞

建設事業の売上高が減少したこと等により、売上高は、前年同四半期に比べ14.5％減の６億89百万

円、営業利益は、前年同四半期に比べ4.5％減の72百万円となりました。

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
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① 資産、負債、純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の資産、負債、純資産の状況は、次のとおりであります。

＜資産合計＞

流動資産は、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ8.9％増の232億66百万円となり

ました。一方、固定資産は、投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ3.4％減の517億88

百万円となりました。

以上の結果、資産合計は、前連結会計年度末並の750億55百万円となりました。

＜負債合計＞

流動負債は、未払金や未払法人税等(「その他」に含む。)の減少等により、前連結会計年度末に比べ

6.2％減の86億71百万円となりました。一方、固定負債は、前連結会計年度末並の66億38百万円となり

ました。

以上の結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ3.7％減の153億10百万円となりました。

＜純資産合計＞

純資産合計は、利益剰余金や少数株主持分の増加等により、前連結会計年度末に比べ1.1％増の597億

45百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

＜現金及び現金同等物の四半期末残高＞

現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ11.3％増加し、131億12百万円とな

りました。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額や売上債権の増加等により、前年同四半期

に比べ42.2％減の15億27百万円の収入となりました。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が15億69百万円の支出であったのに対し、有形

固定資産の取得による支出の減少等により、１億47百万円の収入となりました。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額の増加等により、前年同四半期に比べ48.1％

増の３億38百万円の支出となりました。

通期の見通しにつきましては、平成23年２月15日付の「平成22年12月期決算短信」で公表した連結業

績予想から変更はありません。

なお、平成23年３月11日に発生した東日本大震災に起因する影響等につきましては、現時点で当社グ

ループの設備への大きな被害はないものの、今後電力需給の問題等により業績への影響が見込まれる場

合には、速やかに開示いたします。

(2) 連結財政状態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
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該当事項はありません。

①簡便な会計処理

・棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、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

積り、簿価切下げを行う方法によっております。

・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は、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ので、前連結会計年度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によっております。

・未実現損益の消去

棚卸資産及び有形固定資産の未実現損益の消去については、当該取引に係る損益率を合理的に見

積って計算しております。

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。

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「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24

号 平成20年３月10日）を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

②「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、これによる損益に与える影響はありません。

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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（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。
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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

流動資産

現金及び預金 8,035,832 5,260,596

受取手形及び売掛金 6,217,541 5,697,167

有価証券 7,611,855 8,757,210

たな卸資産 948,400 1,031,541

その他 463,294 622,025

貸倒引当金 △10,180 △8,093

流動資産合計 23,266,743 21,360,448

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 13,306,930 13,691,477

その他（純額） 17,782,105 18,019,681

有形固定資産合計 31,089,036 31,711,158

無形固定資産

その他 1,053,431 936,895

無形固定資産合計 1,053,431 936,895

投資その他の資産

投資有価証券 17,018,765 18,305,670

その他 2,733,750 2,783,680

貸倒引当金 △106,182 △106,345

投資その他の資産合計 19,646,332 20,983,004

固定資産合計 51,788,799 53,631,058

資産合計 75,055,543 74,991,507

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,040,330 3,604,039

短期借入金 864,560 840,680

引当金 58,471 29,235

その他 3,707,933 4,769,056

流動負債合計 8,671,294 9,243,011

固定負債

長期借入金 1,354,840 1,318,160

退職給付引当金 3,600,945 3,557,298

その他の引当金 230,840 222,100

その他 1,452,137 1,560,379

固定負債合計 6,638,762 6,657,939

負債合計 15,310,057 15,900,950
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(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 7,902,185 7,902,185

資本剰余金 8,260,611 8,260,611

利益剰余金 43,553,024 43,198,874

自己株式 △8,684,256 △8,684,157

株主資本合計 51,031,564 50,677,513

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △545,044 △595,614

為替換算調整勘定 △177,973 △164,393

評価・換算差額等合計 △723,017 △760,007

新株予約権 48,806 48,806

少数株主持分 9,388,132 9,124,245

純資産合計 59,745,485 59,090,557

負債純資産合計 75,055,543 74,991,507

- 7 -

関東天然瓦斯開発㈱(1661) 平成23年12月期 第１四半期決算短信



(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 15,257,114 16,568,098

売上原価 11,638,400 13,119,051

売上総利益 3,618,714 3,449,046

販売費及び一般管理費 1,976,595 1,997,417

営業利益 1,642,118 1,451,628

営業外収益

受取配当金 163,985 191,876

その他 177,864 170,220

営業外収益合計 341,849 362,096

営業外費用

支払利息 10,641 10,222

寄付金 5,559 54,065

その他 9,030 3,753

営業外費用合計 25,231 68,040

経常利益 1,958,735 1,745,684

特別損失

固定資産除却損 3,869 118,514

減損損失 3,509 －

投資有価証券売却損 － 77,259

投資有価証券評価損 － 77,795

その他 － 49,300

特別損失合計 7,378 322,869

税金等調整前四半期純利益 1,951,357 1,422,815

法人税等 690,185 491,589

少数株主損益調整前四半期純利益 － 931,225

少数株主利益 312,654 226,892

四半期純利益 948,517 704,332
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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 1,951,357 1,422,815

減価償却費 886,912 966,300

受取利息及び受取配当金 △226,176 △245,883

支払利息 10,641 10,222

売上債権の増減額（△は増加） 100,333 △538,616

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,743 83,141

仕入債務の増減額（△は減少） △70,244 432,091

投資有価証券売却損益（△は益） － 77,259

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,131 43,646

その他の引当金の増減額（△は減少） △17,450 39,899

投資有価証券評価損益（△は益） － 77,795

前払年金費用の増減額（△は増加） 1,715 －

その他 93,565 37,627

小計 2,742,265 2,406,299

利息及び配当金の受取額 208,255 232,537

利息の支払額 △13,184 △12,635

法人税等の支払額 △314,242 △1,098,426

法人税等の還付額 22,229 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,645,322 1,527,775

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 △1,543,112 △939,478

投資有価証券の取得による支出 △3,470 △34,177

有価証券の償還による収入 － 600,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 400,000 529,120

無形固定資産の取得による支出 △26,140 △152,996

工事負担金等受入による収入 2,735 25,301

長期預金の預入による支出 △600,000 －

長期預金の払戻による収入 200,000 －

その他 937 119,715

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,569,050 147,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 155,000 155,000

長期借入金の返済による支出 △127,980 △134,440

短期借入金の純増減額（△は減少） 40,000 40,000

配当金の支払額 △257,015 △350,824

少数株主への配当金の支払額 △38,563 △48,581

その他 △238 △99

財務活動によるキャッシュ・フロー △228,798 △338,945

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,780 △9,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 854,254 1,326,565

現金及び現金同等物の期首残高 10,966,182 11,785,698

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,820,436 13,112,263
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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) １ 事業区分の方法

事業区分の方法は、販売製品の種別によっております。

   ２ 各事業区分の主要製品

   ３ 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していましたが、当第１四半期連

結会計期間より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準第

15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計

基準適用指針第18号)を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会

計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工

事については工事完成基準を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

前第１四半期連結累計期間において、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超え

ているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前第１四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略し

ております。

(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】

ガス事業
(千円)

ヨード・
かん水事業

(千円)

建設事業
(千円)

その他の
事業

(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

13,703,868 746,914 439,623 366,707 15,257,114 ― 15,257,114

(2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

459 ― 1,715,512 18,226 1,734,198 (1,734,198) ―

計 13,704,328 746,914 2,155,136 384,933 16,991,313 (1,734,198) 15,257,114

営業利益 1,965,991 170,219 3,265 72,100 2,211,577 (569,458) 1,642,118

事業区分 主要製品

ガス事業 ガス

ヨード・かん水事業 ヨード、ヨード化合物、かん水

建設事業 配管工事、土木工事

その他の事業 ガス機器

【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

当社の報告セグメントは、当社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、製品・サービスの類似性等を勘案し区分された事業別のセグメントから構成されてお

り、「ガス事業」及び「ヨード・かん水事業」の２つを報告セグメントとしております。

「ガス事業」はガス、「ヨード・かん水事業」はヨード・ヨード化合物・かん水を主に製造・販売してお

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、建設事業及び器具販売事業等を含

んでおります。

   ２ セグメント利益の調整額△503,132千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用554,814千円が含

まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

   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】

(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ガス事業

ヨード・
かん水事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 15,059,958 818,435 15,878,394 689,703 16,568,098 ― 16,568,098

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

598 ― 598 536,592 537,190 △537,190 ―

計 15,060,556 818,435 15,878,992 1,226,296 17,105,288 △537,190 16,568,098

セグメント利益 1,755,612 127,136 1,882,748 72,012 1,954,761 △503,132 1,451,628

(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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