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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第３四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年９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３四半期 60,100 23.3 3,548 38.6 4,116 32.1 1,881 15.3

23年12月期第３四半期 48,760 14.1 2,560 △4.0 3,115 △5.9 1,632 3.1

(注) 包括利益 24年12月期第３四半期 2,811百万円(50.8％) 23年12月期第３四半期 1,864百万円(－％)

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３四半期 39 07 37 55

23年12月期第３四半期 33 94 32 97

（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３四半期 77,587 62,501 67.5

23年12月期 77,490 60,239 65.4

(参考) 自己資本 24年12月期第３四半期 52,347百万円 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Ｐ３「（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）Ｐ２「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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３Ｑ 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３Ｑ 12,813,246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３Ｑ 48,152,102株 23年12月期３Ｑ 48,086,980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３四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23.3％増の601億円となりました。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32.1％増の41億16百万円となりました。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15.3％増の18億81百万円となりました。 

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23.4％増の550億12百万円、営業利益は、前年同期に比べ10.6％増の39

億30百万円となりました。 

＜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36.4％増の29億36百万円、営業利益は、前年同期に比べ246.5％増の９

億89百万円となりました。 

＜その他＞ 

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6.3％増の21億51百万円

となりました。一方、営業利益は、前年同期に比べ31.5％減の１億61百万円となりました。 

  

当第３四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、受取手形及び売掛金や有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ2.7％減の

263億９百万円となりました。また、固定資産は、投資有価証券や機械装置及び運搬具（純額）の増

加等により、前連結会計年度末に比べ1.6％増の512億78百万円となりました。 

以上の結果、資産合計は、前連結会計年度末並の775億87百万円となりました。 

＜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18.9％減の89億86百万円となりました。また、固定負債は、長期借入金の減少等により、

前連結会計年度末に比べ1.0％減の60億99百万円となりました。 

以上の結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ12.5％減の150億86百万円となりました。 

＜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3.8％増の625

億１百万円となりました。 

  

通期の見通しにつきましては、平成24年８月９日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表し

た連結業績予想から変更ありません。詳細につきましては、平成24年８月９日付の「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

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

（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。  

  

  

・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。 

  

  

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(注記事項)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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,570,972 6,712,944

受取手形及び売掛金 7,892,065 6,008,425

有価証券 12,055,335 11,850,083

たな卸資産 932,083 960,732

その他 601,044 785,976

貸倒引当金 △10,459 △8,715

流動資産合計 27,041,041 26,309,446

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 12,396,589 13,374,509

その他（純額） 18,569,365 16,849,236

有形固定資産合計 30,965,954 30,223,746

無形固定資産 1,476,967 1,873,512

投資その他の資産   

投資有価証券 15,344,408 16,768,033

その他 2,730,451 2,481,280

貸倒引当金 △68,397 △68,131

投資その他の資産合計 18,006,461 19,181,182

固定資産合計 50,449,384 51,278,441

資産合計 77,490,425 77,587,887

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,751,875 3,846,358

未払法人税等 610,936 816,129

引当金 26,701 48,441

その他 4,697,264 4,275,691

流動負債合計 11,086,778 8,986,621

固定負債   

長期借入金 1,262,280 1,084,310

退職給付引当金 3,721,362 3,760,091

その他の引当金 258,639 284,004

その他 921,498 971,299

固定負債合計 6,163,780 6,099,704

負債合計 17,250,558 15,086,326
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年９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 45,720,322

自己株式 △8,682,433 △8,623,343

株主資本合計 51,872,970 53,259,775

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 △720,718

為替換算調整勘定 △207,601 △191,168

その他の包括利益累計額合計 △1,225,568 △911,887

新株予約権 68,268 89,823

少数株主持分 9,524,197 10,063,850

純資産合計 60,239,867 62,501,561

負債純資産合計 77,490,425 77,587,887
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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23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 48,760,772 60,100,946

売上原価 40,068,338 50,405,892

売上総利益 8,692,433 9,695,053

販売費及び一般管理費 6,131,598 6,146,107

営業利益 2,560,834 3,548,946

営業外収益

受取配当金 248,432 227,131

その他 456,110 399,070

営業外収益合計 704,542 626,202

営業外費用

支払利息 36,836 35,241

寄付金 86,706 14,074

その他 25,973 9,689

営業外費用合計 149,516 59,005

経常利益 3,115,861 4,116,144

特別利益

移転補償金 － 16,210

投資有価証券売却益 340,200 －

抱合せ株式消滅差益 269,726 －

その他 40,760 37

特別利益合計 650,687 16,247

特別損失

固定資産除却損 151,324 75,385

投資有価証券売却損 440,059 179,498

その他 236,361 22,549

特別損失合計 827,745 277,433

税金等調整前四半期純利益 2,938,803 3,854,958

法人税等 899,555 1,370,366

少数株主損益調整前四半期純利益 2,039,248 2,484,591

少数株主利益 407,001 603,410

四半期純利益 1,632,246 1,881,181
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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23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,039,248 2,484,591

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △165,061 328,432

為替換算調整勘定 △18,425 16,432

持分法適用会社に対する持分相当額 8,813 △18,347

その他の包括利益合計 △174,674 326,516

四半期包括利益 1,864,573 2,811,108

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,374,067 2,194,861

少数株主に係る四半期包括利益 490,506 616,246
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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３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９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△1,513,230千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,672,398千円

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）継続企業の前提に関する注記

（４）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

44,583,360 2,153,707 46,737,067 2,023,704 48,760,772 ― 48,760,772

 セグメント間の 
 内部売上高 
 又は振替高

2,061 ― 2,061 1,657,589 1,659,651 △1,659,651 ―

計 44,585,421 2,153,707 46,739,129 3,681,294 50,420,423 △1,659,651 48,760,772

セグメント利益 3,552,447 285,525 3,837,972 236,092 4,074,064 △1,513,230 2,560,834
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  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年９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△1,532,115千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,727,944千円

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負ののれん等に関する情報 

  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日) 

該当事項はありません。  

  

  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年９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

55,012,338 2,936,688 57,949,027 2,151,919 60,100,946 ― 60,100,946

 セグメント間の 
 内部売上高 
 又は振替高

2,417 ― 2,417 1,019,928 1,022,346 △1,022,346 ―

計 55,014,756 2,936,688 57,951,445 3,171,848 61,123,293 △1,022,346 60,100,946

セグメント利益 3,930,130 989,285 4,919,416 161,645 5,081,061 △1,532,115 3,548,946

（５）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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