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(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第１四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年３月31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 ％

25年12月期第１四半期 22,142 △5.8 1,920 6.7 2,248 6.2 1,024 0.5

24年12月期第１四半期 23,511 41.9 1,799 24.0 2,116 21.2 1,019 44.8

(注) 包括利益 25年12月期第１四半期 2,207百万円(17.9％) 24年12月期第１四半期 1,871百万円(76.4％)

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

25年12月期第１四半期 21 25 19 51

24年12月期第１四半期 21 20 20 08

（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 ％

25年12月期第１四半期 82,893 65,397 66.2
24年12月期 81,116 63,404 65.6

(参考) 自己資本 25年12月期第１四半期 54,905百万円 24年12月期 53,198百万円

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

24年12月期 ― 5 00 ― 7 00 12 00

25年12月期 ―

25年12月期(予想) 6 00 ― 6 00 12 00

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 39,000 △9.3 3,100 7.5 3,500 4.0 1,700 6.0 35 25

通期 75,300 △4.7 4,500 11.3 5,100 6.2 2,600 19.5 53 92



(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。

(注)「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」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料Ｐ４「(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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きの対象外であり、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おり

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、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。

※ 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年12月期１Ｑ 60,996,473株 24年12月期 60,996,473株

② 期末自己株式数 25年12月期１Ｑ 12,774,403株 24年12月期 12,774,092株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 48,222,207株 24年12月期１Ｑ 48,088,833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１四半期連結累計期間の売上高は、主にガス事業の売上高が減少したことにより、前年同期に比

べ5.8％減の221億42百万円となりました。一方、経常利益は、ヨードの販売価格が上昇したこと等によ

り、前年同期に比べ6.2％増の22億48百万円となりました。また、四半期純利益は、投資有価証券評価

損の計上等により、前年同期並の10億24百万円となりました。

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。

＜ガス事業＞

発電用途でのガス販売の減少等により、売上高は前年同期に比べ8.6％減の199億９百万円となりまし

た。また、営業利益は、輸入エネルギー価格の影響によるガス仕入価格の上昇等もあり、前年同期に比

べ12.6％減の17億３百万円となりました。

＜ヨード・かん水事業＞

旺盛な需要を受けてヨードの販売価格が上昇したことや、為替が円安傾向で推移したこと等により、

売上高は前年同期に比べ42.5％増の12億72百万円、営業利益は、前年同期に比べ120.1％増の６億19百

万円となりました。

＜その他＞

建設事業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14.3％増の９億60百万円、営業

利益は、前年同期に比べ50.2％増の１億26百万円となりました。

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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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、現金及び預金や受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ3.0％増

の309億46百万円となりました。また、固定資産は、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519億47百万円となりました。

以上の結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ2.2％増の828億93百万円となりました。

＜負債合計＞

流動負債は、未払金（「その他」に含む。）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5.1％減の105億91百万円となりました。また、固定負債は、繰延税金負債

（「その他」に含む。）や退職給付引当金の増加等により、前連結会計年度末に比べ5.5％増の69億４

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1.2％減の174億95百万円となりました。

＜純資産合計＞

純資産合計は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べ

3.1％増の653億97百万円となりました。

通期の見通しにつきましては、平成25年２月14日付の「平成24年12月期決算短信」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25年２月14日付の「平成24年12月期決算短信」

をご参照ください。

（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。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

連結子会社２社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。

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

関東天然瓦斯開発㈱(1661) 平成25年12月期　第１四半期決算短信

- 4 -



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24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,578,860 7,570,012

受取手形及び売掛金 7,883,391 8,280,672

有価証券 13,836,188 13,675,725

たな卸資産 1,024,445 928,940

その他 744,548 502,207

貸倒引当金 △8,590 △11,526

流動資産合計 30,058,842 30,946,031

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 13,712,866 13,344,593

その他（純額） 16,993,350 17,375,428

有形固定資産合計 30,706,216 30,720,021

無形固定資産 2,177,160 2,109,136

投資その他の資産

投資有価証券 15,794,392 16,757,061

その他 2,447,641 2,430,093

貸倒引当金 △67,455 △68,473

投資その他の資産合計 18,174,577 19,118,680

固定資産合計 51,057,954 51,947,838

資産合計 81,116,797 82,893,869

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,335,842 5,587,212

引当金 24,527 55,336

その他 5,804,768 4,949,307

流動負債合計 11,165,137 10,591,856

固定負債

長期借入金 1,324,920 1,347,140

退職給付引当金 3,773,984 3,801,550

その他の引当金 292,748 305,817

その他 1,155,200 1,449,532

固定負債合計 6,546,852 6,904,041

負債合計 17,711,990 17,495,898
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３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 46,013,997 46,883,389

自己株式 △8,599,353 △8,599,531

株主資本合計 53,577,440 54,446,654

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △177,174 604,364

為替換算調整勘定 △201,836 △145,553

その他の包括利益累計額合計 △379,010 458,810

新株予約権 89,938 89,938

少数株主持分 10,116,439 10,402,568

純資産合計 63,404,807 65,397,971

負債純資産合計 81,116,797 82,893,869
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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24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 23,511,374 22,142,571

売上原価 19,700,628 18,059,894

売上総利益 3,810,746 4,082,676

販売費及び一般管理費 2,010,906 2,162,402

営業利益 1,799,839 1,920,273

営業外収益

受取配当金 174,593 212,438

その他 162,952 193,107

営業外収益合計 337,545 405,545

営業外費用

寄付金 4,315 65,928

その他 16,678 11,814

営業外費用合計 20,993 77,742

経常利益 2,116,391 2,248,076

特別利益

移転補償金 16,210 －

特別利益合計 16,210 －

特別損失

固定資産除却損 7,805 36,904

投資有価証券評価損 － 106,348

その他 3,931 12,282

特別損失合計 11,737 155,535

税金等調整前四半期純利益 2,120,865 2,092,541

法人税等 764,416 734,328

少数株主損益調整前四半期純利益 1,356,449 1,358,213

少数株主利益 336,863 333,468

四半期純利益 1,019,585 1,024,744
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四半期連結包括利益計算書
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24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,356,449 1,358,213

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 526,807 774,657

為替換算調整勘定 6,753 56,282

持分法適用会社に対する持分相当額 △18,371 18,390

その他の包括利益合計 515,189 849,330

四半期包括利益 1,871,638 2,207,543

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,498,565 1,862,566

少数株主に係る四半期包括利益 373,072 344,977
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該当事項はありません。

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年３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

(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△513,434千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用570,799千円が含

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

該当事項はありません。

（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

21,778,738 892,580 22,671,318 840,055 23,511,374 ― 23,511,374

セグメント間の
内部売上高
又は振替高

600 ― 600 361,885 362,486 △362,486 ―

計 21,779,338 892,580 22,671,919 1,201,941 23,873,861 △362,486 23,511,374

セグメント利益 1,948,021 281,314 2,229,335 83,938 2,313,273 △513,434 1,799,839
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年３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

(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△528,165千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用567,703千円が含

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

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

19,909,822 1,272,253 21,182,076 960,495 22,142,571 ― 22,142,571

セグメント間の
内部売上高
又は振替高

565 ― 565 657,277 657,842 △657,842 ―

計 19,910,388 1,272,253 21,182,641 1,617,772 22,800,414 △657,842 22,142,571

セグメント利益 1,703,069 619,281 2,322,350 126,089 2,448,439 △528,165 1,920,273

（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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