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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第１四半期の連結業績（2021年１月１日～2021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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第１四半期 16,966 △8.6 1,982 10.5 2,064 11.5 1,382 13.1

2020年12月期第１四半期 18,557 △7.0 1,794 △11.2 1,850 △10.6 1,222 △10.5
(注) 包括利益 2021年12月期第１四半期 1,873百万円( 245.8％) 2020年12月期第１四半期 541百万円( △63.6％)
　

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

2021年12月期第１四半期 52.06 51.76

2020年12月期第１四半期 45.73 45.45
　

　

（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 ％

2021年12月期第１四半期 95,464 81,007 81.1

2020年12月期 94,624 79,559 80.4
(参考) 自己資本 2021年12月期第１四半期 77,438百万円 2020年12月期 76,097百万円
　

　

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

2020年12月期 － 14.00 － 16.00 30.00

2021年12月期 －

2021年12月期(予想) 15.00 － 15.00 30.00
(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) 2020年12月期期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 記念配当 2円00銭

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 27,100 △15.7 2,600 △12.0 2,750 △13.0 1,800 △12.7 67.80

通期 54,300 △7.1 3,550 △2.1 4,000 △1.2 2,500 △12.1 94.17
(注１)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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
　

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事
項（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 ： 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) 2021年12月期１Ｑ 30,336,061株 2020年12月期 30,336,061株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 3,778,564株 2020年12月期 3,787,537株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 26,556,119株 2020年12月期１Ｑ 26,742,500株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。業績予想
に関する事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
・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、気温などの影響により著しい季節的変動
があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期連結累計期間の売上高については、主に販売価格の低下によってガス事業の売上高が減少したことなど

により、8.6％減少の16,966百万円となりましたが、家庭向けのガス販売量の増加などにより、営業利益については10.5

％増加の1,982百万円、経常利益については11.5％増加の2,064百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益については

13.1％増加の1,382百万円となりました。

　なお、増減の比較については、全て「前年同期」との比較であります。また、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、気温などの影響により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量が増加したものの、輸入エネルギー価格の影響によるガス販売価格の低下などにより、売上

高については7.4％減少の14,527百万円となりました。一方、期初の気温が前年に比べ低めに推移したことなどによる家

庭向けのガス販売量の増加などにより、営業利益については9.2％増加の2,024百万円となりました。

＜ヨウ素事業＞

　ヨウ素販売価格が上昇したものの、ヨウ素販売量が減少したことなどにより、売上高については2.0％減少の1,328百

万円となりました。一方、営業利益については0.9％増加の600百万円となりました。

＜その他＞

　器具販売事業の売上高が減少したことなどにより、売上高については26.7％減少の1,110百万円となりました。加え

て、電力事業の費用の増加などにより、営業利益については54.8％減少の23百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。

　なお、増減の比較については、全て「前連結会計年度末」との比較であります。

＜資産の部＞

流動資産は有価証券の増加などにより、3.5％増加の34,196百万円となりました。また、固定資産は0.5％減少の

61,268百万円となりました。以上の結果、資産合計は0.9％増加の95,464百万円となりました。

＜負債の部＞

流動負債は未払金の減少などにより、8.0％減少の8,099百万円となりました。また、固定負債は長期借入金の増加な

どにより、1.5％増加の6,358百万円となりました。以上の結果、負債合計は4.0％減少の14,457百万円となりました。

＜純資産の部＞

純資産合計は利益剰余金の増加などにより、1.8％増加の81,007百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期連結累計期間及び通期の見通しについては、2021年２月12日付の「2020年12月期 決算短信」で公表いた

しました連結業績予想から変更ありません。詳細については、2021年２月12日付の「2020年12月期 決算短信」をご参

照ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,345 14,814

受取手形及び売掛金 6,602 6,029

有価証券 1,460 10,460

たな卸資産 1,656 1,798

その他 979 1,098

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 33,040 34,196

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,891 10,687

機械装置及び運搬具（純額） 17,575 17,184

その他（純額） 10,021 10,249

有形固定資産合計 38,488 38,121

無形固定資産 1,650 1,609

投資その他の資産

投資有価証券 11,635 11,643

その他 9,856 9,941

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 21,444 21,537

固定資産合計 61,583 61,268

資産合計 94,624 95,464

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,795 3,688

引当金 54 81

その他 4,949 4,328

流動負債合計 8,799 8,099

固定負債

退職給付に係る負債 4,989 4,772

引当金 162 172

その他 1,113 1,412

固定負債合計 6,265 6,358

負債合計 15,065 14,457
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,000 8,000

資本剰余金 14,336 14,338

利益剰余金 56,411 57,369

自己株式 △2,681 △2,675

株主資本合計 76,067 77,032

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 296 656

退職給付に係る調整累計額 △266 △250

その他の包括利益累計額合計 29 405

新株予約権 208 200

非支配株主持分 3,253 3,368

純資産合計 79,559 81,007

負債純資産合計 94,624 95,464
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 18,557 16,966

売上原価 14,469 12,719

売上総利益 4,088 4,246

販売費及び一般管理費 2,294 2,264

営業利益 1,794 1,982

営業外収益

受取利息 22 40

その他 54 50

営業外収益合計 77 91

営業外費用

支払利息 2 2

寄付金 4 2

その他 13 4

営業外費用合計 20 9

経常利益 1,850 2,064

特別利益

投資有価証券売却益 16 －

特別利益合計 16 －

特別損失

減損損失 5 9

固定資産除却損 13 26

その他 7 －

特別損失合計 25 36

税金等調整前四半期純利益 1,841 2,027

法人税等 577 553

四半期純利益 1,263 1,474

非支配株主に帰属する四半期純利益 40 91

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,222 1,382
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 1,263 1,474

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △738 382

退職給付に係る調整額 16 16

その他の包括利益合計 △721 398

四半期包括利益 541 1,873

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 582 1,758

非支配株主に係る四半期包括利益 △40 114
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020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

　（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

ガス事業 ヨウ素事業 計

売上高

外部顧客への
売上高

15,686 1,356 17,043 1,514 18,557 － 18,557

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1 47 48 52 101 △101 －

計 15,687 1,403 17,091 1,567 18,658 △101 18,557

セグメント利益 1,854 595 2,449 51 2,501 △707 1,794

(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△707百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△764百万円が含ま

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。

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「その他」セグメントにおいて、建設事業用資産の減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては５百万円であります。

当第１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021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

　（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

ガス事業 ヨウ素事業 計

売上高

外部顧客への
売上高

14,527 1,328 15,856 1,110 16,966 － 16,966

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1 47 48 37 86 △86 －

計 14,528 1,376 15,904 1,147 17,052 △86 16,966

セグメント利益 2,024 600 2,625 23 2,648 △666 1,982

(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△666百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△708百万円が含ま

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。

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「その他」セグメントにおいて、電力事業用資産の減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては９百万円であります。

　


