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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021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
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２四半期 30,475 △5.2 2,704 △8.5 2,921 △7.6 1,953 △5.3

2020年12月期第２四半期 32,164 △5.5 2,955 8.0 3,162 9.7 2,061 10.3
(注) 包括利益 2021年12月期第２四半期 2,296百万円( 42.8％) 2020年12月期第２四半期 1,608百万円(△14.6％)
　

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２四半期 73.56 73.10

2020年12月期第２四半期 77.39 76.91
　

　

（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２四半期 95,025 81,450 81.9

2020年12月期 94,624 79,559 80.4
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 77,860百万円 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 － 15.00

2021年12月期(予想) － 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
　　

　

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、対前期増減率)

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

通期 61,000 4.4 3,600 △0.7 4,100 1.2 2,600 △8.6 97.89
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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９ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）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２Ｑ 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２Ｑ 3,772,190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２Ｑ 26,558,956株 2020年12月期２Ｑ 26,644,899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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部で持ち直しの動き

はみられたものの、総じて厳しい状況で推移しました。

　こうしたなか、当第２四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、5.2％減少の30,475百万円、営業利益については8.5％減少の2,704百万円、経常利益については

7.6％減少の2,921百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益については5.3％減少の1,953百万円となりました。

　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＞

　発電用途での需要増加等によりガス販売量は増加したものの、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3.8％減少の25,541百万円、営業利益については4.2％減少の2,939百万円となりました。

＜ヨウ素事業＞

　好調な市況を背景に、ヨウ素販売量が増加したことや、ヨウ素販売価格が上昇したことなどにより、売上高について

は12.6％増加の2,776百万円、営業利益については16.1％増加の1,200百万円となりました。

＜その他＞

　建設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31.7％減少の2,158百万円、営業利益については90.5

％減少の32百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

　当第２四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0.6％減少の32,835百万円となりました。また、固定資産は関係会社長期貸付金の増加などにより、1.0％

増加の62,190百万円となりました。以上の結果、資産合計は0.4％増加の95,025百万円となりました。

＜負債の部＞

流動負債は支払手形及び買掛金の減少などにより、16.5％減少の7,350百万円となりました。また、固定負債は0.6％

減少の6,225百万円となりました。以上の結果、負債合計は9.9％減少の13,575百万円となりました。

＜純資産の部＞

純資産合計は利益剰余金の増加などにより、2.4％増加の81,450百万円となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

なお、増減比較については、現金及び現金同等物の四半期期末残高については「期首」との比較、キャッシュ・フロ

ーについては「前年同期」との比較であります。

＜現金及び現金同等物の四半期末残高＞

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、14,007百万円(36.0％減少)となりました。

＜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や減価償却費などにより、4,328百万円(17.8％減少)の収入となりました。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

有価証券及び投資有価証券の取得や有形固定資産の取得などにより、11,914百万円(99.0％増加)の支出となりまし

た。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

配当金の支払いなどにより、285百万円(77.7％減少)の支出となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、2021年２月12日に公表した連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、

本日公表の「第２四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」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２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,345 13,673

受取手形及び売掛金 6,602 4,626

有価証券 1,460 11,361

たな卸資産 1,656 1,983

その他 979 1,194

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 33,040 32,835

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,891 10,587

機械装置及び運搬具（純額） 17,575 17,071

その他（純額） 10,021 10,742

有形固定資産合計 38,488 38,401

無形固定資産 1,650 1,575

投資その他の資産

投資有価証券 11,635 11,192

その他 9,856 11,068

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 21,444 22,213

固定資産合計 61,583 62,190

資産合計 94,624 95,025

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,795 2,908

引当金 54 52

その他 4,949 4,389

流動負債合計 8,799 7,350

固定負債

退職給付に係る負債 4,989 4,824

引当金 162 182

その他 1,113 1,217

固定負債合計 6,265 6,225

負債合計 15,065 13,575
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,000 8,000

資本剰余金 14,336 14,339

利益剰余金 56,411 57,940

自己株式 △2,681 △2,670

株主資本合計 76,067 77,609

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 296 486

退職給付に係る調整累計額 △266 △234

その他の包括利益累計額合計 29 251

新株予約権 208 214

非支配株主持分 3,253 3,375

純資産合計 79,559 81,450

負債純資産合計 94,624 95,025
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 32,164 30,475

売上原価 24,541 23,055

売上総利益 7,623 7,420

販売費及び一般管理費 4,667 4,716

営業利益 2,955 2,704

営業外収益

受取利息 56 83

受取配当金 66 65

その他 118 98

営業外収益合計 242 246

営業外費用

寄付金 5 19

その他 29 9

営業外費用合計 35 29

経常利益 3,162 2,921

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 13 11

固定資産除却損 28 60

その他 13 －

特別損失合計 55 71

税金等調整前四半期純利益 3,122 2,850

法人税等 974 762

四半期純利益 2,148 2,088

非支配株主に帰属する四半期純利益 86 134

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,061 1,953
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 2,148 2,088

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △573 175

退職給付に係る調整額 33 32

その他の包括利益合計 △540 208

四半期包括利益 1,608 2,296

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,575 2,175

非支配株主に係る四半期包括利益 33 121
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021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 3,122 2,850

減価償却費 2,470 2,577

受取利息及び受取配当金 △123 △148

支払利息 5 5

売上債権の増減額（△は増加） 2,498 2,277

たな卸資産の増減額（△は増加） △175 △326

仕入債務の増減額（△は減少） △1,712 △887

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △103 △164

その他の引当金の増減額（△は減少） 25 17

固定資産除却損 10 14

その他 △311 △1,192

小計 5,706 5,022

利息及び配当金の受取額 109 164

利息の支払額 △6 △5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △545 △853

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,264 4,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,317 △2,492

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △20,390 △31,983

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

19,511 23,793

関係会社貸付けによる支出 △2,727 △1,159

その他 △64 △72

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,987 △11,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 455 405

長期借入金の返済による支出 △271 △243

自己株式の取得による支出 △1,020 △0

配当金の支払額 △378 △423

その他 △67 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,283 △285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,007 △7,872

現金及び現金同等物の期首残高 22,417 21,879

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,410 14,007
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（４）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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020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

　（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

26,538 2,466 29,004 3,160 32,164 － 32,164

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

39 94 134 90 225 △225 －

計 26,578 2,560 29,139 3,250 32,390 △225 32,164

セグメント利益 3,066 1,033 4,100 340 4,440 △1,485 2,955

(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△1,485百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,588百万円が

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２四半期連結累計期間においては13百万円であります。

当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021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

　（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

25,541 2,776 28,317 2,158 30,475 － 30,475

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1 94 96 55 151 △151 －

計 25,543 2,871 28,414 2,213 30,627 △151 30,475

セグメント利益 2,939 1,200 4,139 32 4,171 △1,467 2,704

(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△1,467百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,557百万円が

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。

　



Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社(1663) 2021年12月期 第２四半期決算短信

- 11 -

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」セグメントにおける電力事業用資産及び各報告セグメントに配分していない全社資産の減損損失を

計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては「その他」セグメントにおける電力事

業用資産９百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産１百万円であります。

　


