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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30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 ％

25年12月期第3四半期 113,328 4.6 4,923 △28.0 5,141 △26.2 2,518 △31.7
24年12月期第3四半期 108,337 16.0 6,838 194.0 6,968 186.2 3,684 296.6

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 4,808百万円 （4.1％） 24年12月期第3四半期 4,617百万円 （272.7％）

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3四半期 34.42 ―
24年12月期第3四半期 50.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 112,337 62,568 49.1
24年12月期 113,429 59,521 45.7
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  55,198百万円 24年12月期  51,781百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
25年12月期 ― 5.00 ―
25年12月期（予想） 5.00 10.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 153,450 6.3 5,740 △27.7 6,040 △25.7 3,640 △10.8 49.76



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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  
（詳細は、【添付資料】２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）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 

（第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
詳細は、【添付資料】２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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） 

※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おります。 

※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。 
 なお、最近の業績の動向等を踏まえ、平成25年８月７日公表の決算短信に記載した平成25年12月期（平成25年１月１日～平成25年12月31日）の通期の業績予
想を修正いたしました。詳細につきましては、【添付資料】２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。          

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期3Q 76,192,950 株 24年12月期 76,192,950 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 3,053,113 株 24年12月期 3,052,798 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 73,140,006 株 24年12月期3Q 73,140,702 株



（参考） 個別業績予想　

 平成25年12月期の個別業績予想（平成25年１月１日～平成25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 141,620 6.4 1,050 △ 68.3 3,340 △ 39.1 3,320 △ 14.3 45.39
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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 

当第３四半期(平成25年１月～９月)のガス売上高は、ガス販売量が減少しましたが、原料費調

整制度によるガス販売単価の上方調整等により、前年同期に比べ4.4％増の986億円となりまし

た。これにＬＰＧ・その他エネルギー売上高及びその他売上高を加えた連結売上高全体は、前年

同期に比べ4.6％増の1,133億円となりました。 

営業利益は、原料価格の上昇がガス販売単価に反映されるまでのタイムラグによる影響等によ

り、前年同期に比べ28.0％減の49億円となり、経常利益は26.2％減の51億円、四半期純利益は

31.7％減の25億円となりました。 

    
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産は、株式市況の影響により投資有価証券の評価額が増加しまし

たが、既存設備の減価償却が進んだことや、原料在庫金額が減少したことなどから、平成24年12

月期末（以下、「前期末」という。）に比べ10億円減の1,123億円となりました。 

負債は、有利子負債が減少したことに加え、建設工事代金等の未払金や未払法人税等が減少し

たことなどから、前期末に比べ41億円減の497億円となりました。 

純資産は、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことや、投資有価証券の時価評価

差額が増加したことなどから、前期末に比べ30億円増の625億円となり、自己資本比率は49.1％

となりました。 

    
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期連結累計期間の業績を踏まえ、また第４四半期の原油価格及び為替レートの想定を

見直したことや、土地の売却益を織り込んだことなどにより、通期の業績予想を修正いたしまし

た。この結果、売上高は1,534億円、営業利益は57億円、経常利益は60億円、当期純利益は36億

円となる見通しです。 

（参考）原油価格・為替レートの想定 

  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  （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金等調整前当期純利

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、税金等調整前四半期純利益（累計期

間）に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

（２）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） 

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３四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90百万円増加しております。 

  

原油価格 

（全日本CIF） 

前回想定 105ドル/bbl（第４四半期） 

今回想定 113ドル/bbl（第４四半期） 

為替レート 
前回想定 100円/ドル（第４四半期） 

今回想定 99円/ドル（第４四半期） 
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 21,668 19,428

供給設備 29,302 28,397

業務設備 4,045 5,864

その他の設備 4,239 4,225

建設仮勘定 9,590 8,894

有形固定資産合計 68,845 66,810

無形固定資産 1,884 1,619

投資その他の資産   

投資有価証券 7,201 9,395

長期貸付金 7,078 7,578

繰延税金資産 800 429

その他投資 1,106 1,174

貸倒引当金 △209 △196

投資その他の資産合計 15,977 18,381

固定資産合計 86,707 86,811

流動資産   

現金及び預金 497 622

受取手形及び売掛金 11,685 11,949

商品及び製品 362 383

原材料及び貯蔵品 9,476 9,006

繰延税金資産 632 640

その他流動資産 4,126 2,976

貸倒引当金 △57 △53

流動資産合計 26,722 25,525

資産合計 113,429 112,337
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 22,304 19,859

繰延税金負債 19 263

退職給付引当金 2,648 2,337

ガスホルダー修繕引当金 94 94

負ののれん 256 80

その他固定負債 463 377

固定負債合計 25,786 23,013

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 7,272 6,452

買掛金 7,946 7,514

短期借入金 6,156 8,306

未払金 2,011 940

未払法人税等 1,896 906

賞与引当金 446 988

その他流動負債 2,392 1,646

流動負債合計 28,121 26,755

負債合計 53,907 49,768

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,279 6,279

資本剰余金 4,589 4,589

利益剰余金 40,235 42,057

自己株式 △1,551 △1,551

株主資本合計 49,552 51,375

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,228 3,834

繰延ヘッジ損益 － △10

その他の包括利益累計額合計 2,228 3,823

少数株主持分 7,740 7,369

純資産合計 59,521 62,568

負債純資産合計 113,429 112,337
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 108,337 113,328

売上原価 83,347 90,216

売上総利益 24,990 23,111

供給販売費及び一般管理費 18,151 18,187

営業利益 6,838 4,923

営業外収益   

受取利息 112 132

受取配当金 76 86

負ののれん償却額 177 176

雑収入 194 201

営業外収益合計 561 596

営業外費用   

支払利息 400 361

雑支出 31 16

営業外費用合計 431 378

経常利益 6,968 5,141

特別損失   

固定資産売却損 － 71

減損損失 － 314

投資有価証券評価損 172 －

特別損失合計 172 385

税金等調整前四半期純利益 6,796 4,755

法人税等 2,510 1,548

少数株主損益調整前四半期純利益 4,285 3,207

少数株主利益 600 689

四半期純利益 3,684 2,518
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,285 3,207

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 326 1,611

繰延ヘッジ損益 5 △10

その他の包括利益合計 331 1,601

四半期包括利益 4,617 4,808

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,016 4,113

少数株主に係る四半期包括利益 600 694

静岡瓦斯㈱（9543）平成25年12月期　第３四半期決算短信

－ 6 －



  
該当事項はありません。 

   

   

 平成25年９月25日開催の取締役会において、当社が所有する土地（静岡市駿河区八幡一丁目

１番１ほか4,105.39㎡）を日本放送協会に対し売却することを決議し、平成25年10月18日に売

却いたしました。 

 なお、当該売却により、当連結会計年度の連結損益計算書において、約９億円の特別利益を

計上する予定であります。 

  

   
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、受注工事及びガス機器販売事

業、リフォーム事業、リース事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又はセグメント損失の調整額△2,270百万円には、セグメント間取引消去168百万円及び各報

告セグメントに配分していない全社費用△2,439百万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 セグメント利益又はセグメント損失は、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）追加情報

（５）セグメント情報

  （単位：百万円）

  

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 
ＬＰＧ・ 
その他エネ
ルギー 

計 

売上高               

外部顧客への 

売上高 
 93,971  8,543  102,514  5,822  108,337 －  108,337

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 527  229  756  3,174  3,931  △3,931 － 

計  94,498  8,773  103,271  8,997  112,268  △3,931  108,337

セグメント利益又は 

セグメント損失（△）  
 8,501  613  9,114  △5  9,109  △2,270  6,838
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当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25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、受注工事及びガス機器販売事

業、リフォーム事業、リース事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△2,491百万円には、セグメント間取引消去185百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,677百万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。 

   

  

  該当事項はありません。 

   

   

 ４．参考情報 
  

ガス販売量（個別） 
  

 (注) １ 「お客さま数」は、期末取付メーター数を記載しております。 

２ 「お客さま数」には、卸供給先のお客さま数は含みません。 

３ 販売量は１ｍ３当たり45MJ換算し、表示単位未満を四捨五入しております。 

   
  

  

  

（単位：百万円）

  

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 
ＬＰＧ・ 
その他エネ
ルギー 

計 

売上高               

外部顧客への 

売上高 
 98,060  8,867  106,928  6,399  113,328 －  113,328

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 582  244  826  2,904  3,731  △3,731 － 

計  98,642  9,112  107,754  9,304  117,059  △3,731  113,328

セグメント利益   6,885  402  7,287  127  7,415  △2,491  4,923

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  
当第３四半期 

（25/1～25/9）

前年同四半期 

（24/1～24/9）
増 減 増減率(％) 

お客さま数 戸  313,648  313,675  △27  △0.0

ガ 

ス 

販 

売 

量 

家庭用 百万ｍ３  67  69  △2  △3.3

商業用 〃  27  27  0  1.2

工業用 〃  486  508  △22  △4.3

その他用 〃  26  26  0  0.0

卸供給 〃  418  418  0  0.0

合 計 〃  1,025  1,048  △24  △2.2

大口販売量 〃  480  502  △22  △4.4
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