
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第２四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25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 ％

25年12月期第２四半期 34,672 △8.0 1,537 △22.5 1,557 △22.1 1,000 △17.3
24年12月期第２四半期 37,693 40.0 1,984 11.7 2,000 12.2 1,210 9.4

(注) 包括利益 25年12月期第２四半期 1,042百万円(△15.2％) 24年12月期第２四半期 1,229百万円( 10.3％)

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２四半期 63.28 62.83
24年12月期第２四半期 76.51 76.11

（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２四半期 31,416 21,101 66.7
24年12月期 31,604 20,127 63.3

(参考) 自己資本 25年12月期第２四半期 20,964百万円 24年12月期 20,006百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00

25年12月期 ― 4.00

25年12月期(予想) ― 4.00 8.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注) 24年12月期期末配当金の内訳 普通配当 4円00銭 特別配当 1円00銭

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）

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 67,870 △0.4 1,540 △25.6 1,580 △24.5 1,020 △20.9 64.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

     

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

 
  

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

  (注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(その他)に関する事項(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。

（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

  (注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(その他)に関する事項(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。

（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２Ｑ 17,424,000株 24年12月期 17,424,000株

② 期末自己株式数 25年12月期２Ｑ 1,606,245株 24年12月期 1,605,063株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 15,818,067株 24年12月期２Ｑ 15,819,446株

※ 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に対する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
に関する事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。
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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、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクもあ

りましたが、政権交代後の輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に回復基調にありま

した。 

こうしたなか、売上高につきましては、大口のお客さま向けのガス販売量の減少などにより、前年同

期に比べ8.0％減少の346億72百万円となり、営業費用につきましても原料ガスの購入量の減少などによ

り、7.2％減少の331億34百万円となりました。この結果、営業利益につきましては22.5％減少の15億37

百万円、経常利益につきましては22.1％減少の15億57百万円、四半期純利益につきましては17.3％減少

の10億円となりました。 

セグメント別の業績の概要は以下のとおりであり、セグメント間の内部取引を含んだものでありま

す。なお、増減の比較につきましては、全て「前年同期」との比較となっております。 

  

【ガ ス】 

当第２四半期連結累計期間におきましては、電力不足の影響で増加していた発電用途での需要が大き

く減少したこと、及び前年同期と比べて気温が高めに推移したため、家庭用や業務用の需要が減少した

ことなどにより、ガス販売量につきましては、15.7％減少の４億84百万㎥となりました。 

こうしたガス販売量の減少が大きく影響し、受注工事、器具販売などを含めた売上高につきまして

は、7.6%減少の335億79百万円、セグメント利益につきましては、ガス販売量の減少に加えて、料金・

保安システムの更新に伴う移行費用の発生などもあり、23.6％減少の14億43百万円となりました。 

 なお、家庭用を中心とした小口部門のガス料金につきまして、原料費の高騰や料金・保安システムの

更新に伴う費用増加の影響などにより、経営効率化だけではガス料金原価の上昇を吸収していくことが

困難な状況となるに至ったため、平成25年６月30日を実施日として外房地区の平均で8.02％、内房地区

の平均で6.34％引き上げをいたしました。 

  

【その他】 

売上高につきましては、情報処理サービスの売上が増加したものの、液化石油ガスの販売が減少した

ため8.6％減少の14億10百万円となりましたが、保安対策のための支出が増大していた前年同期に比べ

ると費用も減少したため、セグメント利益につきましては6.3％増加の90百万円となりました。 

  

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 本資料中のガス量は、特に記載のない限りすべて39MJ/ｍ3換算で表示・比較しております。 

3 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。 

  

「有価証券」の増加及び「受取手形及び売掛金」の減少等により、当第２四半期連結会計期間末の資

産合計は、前連結会計年度末と比べ１億87百万円減少し314億16百万円となりました。 

「買掛金」の減少等により、当第２四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11

億61百万円減少し103億15百万円となりました。 

「利益剰余金」の増加等により、当第２四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

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
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べ９億73百万円増加し211億１百万円となりました。なお、自己資本比率は66.7％となりました。 

  

通期の見通しにつきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」（平成25年７月26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、今後、気温や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。 

  

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。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

 これにより従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益はそれぞれ7,033千円増加しております。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

（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）
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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24年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

供給設備 8,894,290 8,588,947

業務設備 3,132,749 3,145,561

その他の設備 415,934 405,649

建設仮勘定 221,967 169,413

有形固定資産合計 12,664,942 12,309,571

無形固定資産

その他無形固定資産 1,546,632 1,411,516

無形固定資産合計 1,546,632 1,411,516

投資その他の資産

投資有価証券 878,821 824,541

その他投資 1,336,289 1,350,107

貸倒引当金 △22,431 △22,423

投資その他の資産合計 2,192,680 2,152,225

固定資産合計 16,404,254 15,873,313

流動資産

現金及び預金 3,803,090 3,964,525

受取手形及び売掛金 6,406,217 5,459,982

有価証券 4,427,469 5,353,781

その他流動資産 572,980 773,544

貸倒引当金 △9,330 △8,454

流動資産合計 15,200,425 15,543,378

資産合計 31,604,680 31,416,692

負債の部

固定負債

長期借入金 898,920 748,960

退職給付引当金 1,890,206 1,895,845

ガスホルダー修繕引当金 208,503 236,072

その他固定負債 64,075 63,802

固定負債合計 3,061,704 2,944,679

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 347,760 323,840

買掛金 5,410,330 4,615,475

短期借入金 277,000 277,000

未払法人税等 505,069 620,198

その他流動負債 1,874,884 1,534,024

流動負債合計 8,415,044 7,370,538

負債合計 11,476,749 10,315,217
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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２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,244,000 2,244,000

資本剰余金 2,013,822 2,013,822

利益剰余金 16,736,568 17,658,383

自己株式 △995,172 △995,789

株主資本合計 19,999,218 20,920,415

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,680 44,140

その他の包括利益累計額合計 7,680 44,140

新株予約権 45,101 55,916

少数株主持分 75,931 81,001

純資産合計 20,127,931 21,101,474

負債純資産合計 31,604,680 31,416,692
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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24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 37,693,066 34,672,086

売上原価 32,261,394 29,420,855

売上総利益 5,431,672 5,251,231

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 2,853,790 3,107,165

一般管理費 592,960 606,371

供給販売費及び一般管理費合計 3,446,750 3,713,537

営業利益 1,984,922 1,537,694

営業外収益

受取利息 9,451 8,632

受取配当金 7,045 7,084

その他 17,398 22,625

営業外収益合計 33,894 38,342

営業外費用

支払利息 17,024 16,371

その他 1,424 1,829

営業外費用合計 18,449 18,201

経常利益 2,000,367 1,557,835

特別損失

減損損失 － 3,944

特別損失合計 － 3,944

税金等調整前四半期純利益 2,000,367 1,553,891

法人税等 785,579 547,911

少数株主損益調整前四半期純利益 1,214,788 1,005,980

少数株主利益 4,498 5,070

四半期純利益 1,210,289 1,000,909
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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24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,214,788 1,005,980

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14,239 36,459

その他の包括利益合計 14,239 36,459

四半期包括利益 1,229,028 1,042,440

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,224,529 1,037,369

少数株主に係る四半期包括利益 4,498 5,070
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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24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25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 2,000,367 1,553,891

減価償却費 824,722 920,534

減損損失 － 3,944

貸倒引当金の増減額（△は減少） △536 △884

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,156 5,638

受取利息及び受取配当金 △16,496 △15,716

支払利息 17,024 16,371

売上債権の増減額（△は増加） 626,229 891,762

仕入債務の増減額（△は減少） △673,688 △794,855

未払消費税等の増減額（△は減少） 54,424 103,996

その他 △225,720 △253,358

小計 2,636,483 2,431,323

利息及び配当金の受取額 16,488 16,619

利息の支払額 △16,889 △16,050

法人税等の支払額 △440,249 △437,541

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,195,833 1,994,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △330,000 300,000

有価証券の償還による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △827,705 △744,376

工事負担金等受入による収入 26,455 25,107

無形固定資産の取得による支出 △440,910 △43,502

投資有価証券の取得による支出 △100,300 △300

長期性預金の預入による支出 △100,000 －

その他 △11,968 9,793

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,684,429 △353,278

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 △154,940 △173,880

配当金の支払額 △78,819 △78,822

その他 － △617

財務活動によるキャッシュ・フロー △233,759 △253,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 277,644 1,387,753

現金及び現金同等物の期首残高 7,094,658 7,110,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,372,303 8,498,313
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該当事項はありません。  

  

 前第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) 

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、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12,458千円の主な内容は、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。 

  

 当第２四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年６月30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、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4,485千円の主な内容は、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。 

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

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 36,348,593 1,542,557 37,891,151 △198,084 37,693,066

セグメント利益 1,887,638 84,825 1,972,463 12,458 1,984,922

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 33,579,419 1,410,417 34,989,836 △317,750 34,672,086

セグメント利益 1,443,002 90,205 1,533,208 4,485 1,537,694

（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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