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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第２四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年６月30日）

（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12月期第２四半期 43,007 35.7 2,883 24.4 3,366 19.5 1,604 21.0
23年12月期第２四半期 31,700 10.4 2,317 △5.6 2,817 △6.4 1,326 △11.7

(注) 包括利益 24年12月期第２四半期 2,475百万円(33.8％) 23年12月期第２四半期 1,850百万円(―％)

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12月期第２四半期 33 33 31 91

23年12月期第２四半期 27 58 26 69

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第２四半期 78,963 62,440 66.3

23年12月期 77,490 60,239 65.4

(参考) 自己資本 24年12月期第２四半期 52,319百万円 23年12月期 50,647百万円

２．配当の状況

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12月期 ― 5 00 ― 6 00 11 00

24年12月期 ― 5 00

24年12月期(予想) ― 5 00 10 00

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 78,700 15.5 3,900 30.3 4,500 21.8 2,100 16.9 43 60



  

 
(注)詳細は、添付資料Ｐ４「（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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。 

  

・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等については、四半

期決算短信（添付資料）Ｐ３「（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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年12月期２Ｑ 60,996,473株 23年12月期 60,996,473株

② 期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 12,812,718株 23年12月期 12,907,476株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期２Ｑ 48,136,320株 23年12月期２Ｑ 48,086,091株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな回復

の兆しは見られたものの、欧州の債務危機が及ぼす影響等景気後退のリスクも残る状況にありました。

こうした状況のなか、当第２四半期連結累計期間の売上高は、主にガス事業の売上高が増加したこと

により、前年同期に比べ35.7％増の430億７百万円となりました。また、経常利益は、ガス販売の増加

に加えてヨードの販売価格が上昇したこと等もあり、前年同期に比べ19.5％増の33億66百万円となりま

した。四半期純利益は、特別損失の減少等により、前年同期に比べ21.0％増の16億４百万円となりまし

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。 

＜ガス事業＞ 

輸入エネルギー価格の影響により一部の大口顧客向けガス販売価格が上昇したほか、発電用途での

ガス販売の増加や期初の気温が低めに推移した影響等により、ガス販売量が増加しました。この結

果、売上高は前年同期に比べ36.8％増の396億75百万円、営業利益は、前年同期に比べ8.2％増の32億

17百万円となりました。 

＜ヨード・かん水事業＞ 

為替が円高傾向で推移したものの、堅調な市況を受けてヨードの販売価格が上昇したこと等によ

り、売上高は前年同期に比べ28.6％増の18億45百万円、営業利益は、前年同期に比べ156.7％増の５

億92百万円となりました。 

＜その他＞ 

建設事業及びガス機器販売の売上高が増加したこと等により、売上高は前年同期に比べ17.8％増の

14億86百万円となりました。一方、営業利益は、前年同期に比べ26.5％減の１億４百万円となりまし

た。 

  

１．当四半期決算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２四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2.3％増の276億72百万円とな

りました。また、固定資産は、機械装置及び運搬具（純額）や投資有価証券の増加等により、前連結

会計年度末に比べ1.7％増の512億91百万円となりました。 

以上の結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.9％増の789億63百万円となりました。 

＜負債合計＞ 

流動負債は、支払手形及び買掛金や未払金（「その他」に含む。）の減少等により、前連結会計年

度末に比べ6.9％減の103億16百万円となりました。固定負債は、長期借入金が減少した一方で繰延税

金負債（「その他」に含む。）が増加したこと等により、前連結会計年度末並の62億６百万円となり

ました。 

以上の結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ4.2％減の165億22百万円となりました。 

＜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3.7％増の624

億40百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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期末残高は、期首に比べ6.7％増加し、166億83百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加や売上債権の減少等によ

り、前年同期に比べ43.0％増の42億11百万円の収入となりました。  

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得や投資有価証券の取得の増加等によ

り、前年同期が80百万円の収入であったのに対し、27億50百万円の支出となりました。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額の減少等により、前年同期に比べ11.8％減

の４億36百万円の支出となりました。  

  

ガス事業につきましては、輸入エネルギー価格の影響による一部大口顧客向けガス販売価格の上昇

や、発電用途でのガス販売の増加等により、売上高は増加を予想しております。また、ヨード・かん水

事業につきましても、販売価格の上昇等により、売上高は増加を予想しております。 

 以上の結果、売上高は前連結会計年度に比べ15.5％増の787億円、経常利益は21.8％増の45億円、当

期純利益は16.9％増の21億円と予想しております。  

なお、連結業績予想につきましては、平成24年２月15日に公表した業績予想を修正しております。詳

細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

＜現金及び現金同等物の期末残高＞

＜営業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＞

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

（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。 

  

  

・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に当該見積実効税率を乗じて

計算しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,570,972 6,908,068

受取手形及び売掛金 7,892,065 7,351,084

有価証券 12,055,335 11,497,073

たな卸資産 932,083 993,966

その他 601,044 931,958

貸倒引当金 △10,459 △9,938

流動資産合計 27,041,041 27,672,212

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 12,396,589 13,641,679

その他（純額） 18,569,365 16,779,216

有形固定資産合計 30,965,954 30,420,895

無形固定資産 1,476,967 1,880,791

投資その他の資産

投資有価証券 15,344,408 16,242,461

その他 2,730,451 2,815,192

貸倒引当金 △68,397 △68,293

投資その他の資産合計 18,006,461 18,989,359

固定資産合計 50,449,384 51,291,046

資産合計 77,490,425 78,963,259

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,751,875 5,041,840

短期借入金 863,040 837,280

未払法人税等 610,936 1,242,509

引当金 26,701 24,220

その他 3,834,224 3,170,532

流動負債合計 11,086,778 10,316,383

固定負債

長期借入金 1,262,280 1,202,100

退職給付引当金 3,721,362 3,747,364

その他の引当金 258,639 276,121

その他 921,498 980,794

固定負債合計 6,163,780 6,206,379

負債合計 17,250,558 16,522,763
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30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 44,392,606 45,693,498

自己株式 △8,682,433 △8,623,134

株主資本合計 51,872,970 53,233,160

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,017,966 △740,636

為替換算調整勘定 △207,601 △173,281

その他の包括利益累計額合計 △1,225,568 △913,918

新株予約権 68,268 89,823

少数株主持分 9,524,197 10,031,431

純資産合計 60,239,867 62,440,496

負債純資産合計 77,490,425 78,963,259

関東天然瓦斯開発㈱(1661)　平成24年12月期　第２四半期決算短信

- 6 -



（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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 31,700,451 43,007,108

売上原価 25,315,483 36,025,144

売上総利益 6,384,967 6,981,963

販売費及び一般管理費 4,067,620 4,098,363

営業利益 2,317,347 2,883,599

営業外収益

受取配当金 245,913 224,625

その他 352,230 302,058

営業外収益合計 598,144 526,684

営業外費用

支払利息 26,878 25,891

その他 71,357 17,718

営業外費用合計 98,236 43,609

経常利益 2,817,255 3,366,674

特別利益

移転補償金 － 16,210

投資有価証券売却益 212,958 －

抱合せ株式消滅差益 269,726 －

その他 409 8

特別利益合計 483,095 16,219

特別損失

固定資産除却損 143,222 42,670

投資有価証券売却損 77,259 24,698

その他 466,403 22,316

特別損失合計 686,885 89,686

税金等調整前四半期純利益 2,613,464 3,293,207

法人税等 890,502 1,164,291

少数株主損益調整前四半期純利益 1,722,962 2,128,916

少数株主利益 396,915 524,748

四半期純利益 1,326,046 1,604,168
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,722,962 2,128,916

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 111,286 307,729

為替換算調整勘定 △3,739 34,319

持分法適用会社に対する持分相当額 19,561 4,790

その他の包括利益合計 127,108 346,839

四半期包括利益 1,850,070 2,475,756

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,369,084 1,915,817

少数株主に係る四半期包括利益 480,986 559,938
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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２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年６月30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 2,613,464 3,293,207

減価償却費 1,913,652 1,935,400

受取利息及び受取配当金 △353,656 △304,060

支払利息 26,878 25,891

売上債権の増減額（△は増加） △57,230 628,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △67,413 △65,814

仕入債務の増減額（△は減少） 262,552 △702,712

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △269,726 －

投資有価証券売却損益（△は益） △135,432 24,698

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,228 26,001

その他の引当金の増減額（△は減少） 14,901 14,376

投資有価証券評価損益（△は益） 345,183 15,450

固定資産除却損 78,744 8,989

その他 △644,755 △365,678

小計 3,762,390 4,533,807

利息及び配当金の受取額 321,700 265,426

利息の支払額 △28,849 △25,792

法人税等の支払額 △1,110,460 △562,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,944,780 4,211,297

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 △1,468,293 △2,156,947

投資有価証券の取得による支出 △124,444 △852,446

有価証券の売却及び償還による収入 830,000 900,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 865,879 210,000

無形固定資産の取得による支出 △172,515 △461,761

工事負担金等受入による収入 49,058 26,455

その他 100,542 △415,523

投資活動によるキャッシュ・フロー 80,226 △2,750,224

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 △241,400 △240,940

配当金の支払額 △348,562 △300,250

少数株主への配当金の支払額 △55,688 △49,735

その他 △4,205 △661

財務活動によるキャッシュ・フロー △494,856 △436,587

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,670 24,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,527,478 1,048,817

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額

200,904 －

現金及び現金同等物の期首残高 11,785,698 15,635,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,514,082 16,683,909
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 該当事項はありません。 

  

  

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 

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年６月30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△1,029,880千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,132,348千円

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(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

29,003,873 1,434,630 30,438,504 1,261,946 31,700,451 ― 31,700,451

 セグメント間の 
 内部売上高 
 又は振替高

827 ― 827 1,194,476 1,195,303 △1,195,303 ―

計 29,004,701 1,434,630 30,439,332 2,456,422 32,895,754 △1,195,303 31,700,451

セグメント利益 2,974,980 230,686 3,205,667 141,560 3,347,227 △1,029,880 2,317,347
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当第２四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年６月30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△1,030,711千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,159,189千円

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。 

  

  

２  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 

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

(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

39,675,140 1,845,158 41,520,299 1,486,808 43,007,108 ― 43,007,108

 セグメント間の 
 内部売上高 
 又は振替高

942 ― 942 721,888 722,830 △722,830 ―

計 39,676,083 1,845,158 41,521,242 2,208,696 43,729,938 △722,830 43,007,108

セグメント利益 3,217,996 592,249 3,810,245 104,065 3,914,310 △1,030,711 2,883,599

（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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