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(百万円未満切捨て)

１．2022年12月期第３四半期の連結業績（2022年１月１日～2022年９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 ％
2022年12月期第３四半期 143,972 51.3 6,768 19.5 7,410 9.4 4,513 3.7

2021年12月期第３四半期 95,150 0.3 5,662 △13.9 6,772 △1.4 4,353 21.6
(注) 包括利益 2022年12月期第３四半期 5,617百万円( △12.0％) 2021年12月期第３四半期 6,384百万円( 153.8％)

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
2022年12月期第３四半期 60.87 60.78

2021年12月期第３四半期 58.76 58.66
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年12月期第３四半期 137,008 97,104 66.0 1,219.96

2021年12月期 123,996 92,150 69.6 1,164.72
(参考) 自己資本 2022年12月期第３四半期 90,459百万円 2021年12月期 86,308百万円
　

　

　

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
2021年12月期 － 9.00 － 9.00 18.00

2022年12月期 － 9.50 －

2022年12月期(予想) 9.50 19.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2022年12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022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 206,750 55.5 5,190 4.0 6,590 1.8 3,960 △3.8 53.41

(注) 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 (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】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 ：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 ：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) 2022年12月期３Ｑ 76,192,950株 2021年12月期 76,192,950株

② 期末自己株式数 2022年12月期３Ｑ 2,043,810株 2021年12月期 2,090,713株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期３Ｑ 74,133,054株 2021年12月期３Ｑ 74,083,048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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、【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。

　

　　



（参考）個別業績予想

2022年12月期の個別業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

通期 171,650 57.04 3,040 29.19 2,510 9.74 33.86

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無：無
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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

第３四半期（2022年１～９月）の売上高は、ガス販売量の増加や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51.3％増の1,439億円となり、営業利益は前年同期に比べ19.5％増の67億円、経常利

益は9.4％増の74億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は3.7％増の45億円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期末における総資産は、未収入金が減少したものの、新規取得や株式市況の影響による投資有価証

券の増加や、原材料及び貯蔵品、現金及び預金の増加があったことなどから、前連結会計年度末に比べ130億円増

の1,370億円となりました。

負債は、コマーシャルペーパーの発行等により、前連結会計年度末に比べ80億円増の399億円となりました。

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などから、前連結会計年度末に比べ49億円増

の971億円となり、自己資本比率は66.0％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

2022年12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）につきましては、2022年８月３日に公表い

たしました連結業績予想からの修正はありません。
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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
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 4,736 4,427

供給設備 33,926 33,708

業務設備 6,000 5,831

その他の設備 7,984 8,711

建設仮勘定 2,343 3,678

有形固定資産合計 54,992 56,356

無形固定資産 1,266 1,575

投資その他の資産

投資有価証券 10,113 12,991

長期貸付金 4,030 3,510

繰延税金資産 703 703

その他投資 1,937 2,347

貸倒引当金 △71 △76

投資その他の資産合計 16,713 19,476

固定資産合計 72,972 77,408

流動資産

現金及び預金 13,658 18,098

受取手形及び売掛金 15,013 -

受取手形、売掛金及び契約資産 - 18,733

商品及び製品 565 652

原材料及び貯蔵品 9,193 18,065

未収入金 10,478 1,859

その他流動資産 2,167 2,242

貸倒引当金 △53 △51

流動資産合計 51,024 59,599

資産合計 123,996 137,008

　



静岡ガス㈱（9543）2022年12月期 第３四半期決算短信

－ 4 －

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

固定負債

長期借入金 5,124 5,529

繰延税金負債 389 436

退職給付に係る負債 2,739 2,696

その他固定負債 98 189

固定負債合計 8,352 8,851

流動負債

１年以内に期限到来の固定負債 1,500 1,780

買掛金 15,189 13,368

短期借入金 - 366

コマーシャルペーパー - 7,999

未払金 1,882 1,907

未払法人税等 1,724 2,332

賞与引当金 411 1,037

その他流動負債 2,784 2,257

流動負債合計 23,494 31,051

負債合計 31,846 39,903

純資産の部

株主資本

資本金 6,279 6,279

資本剰余金 4,984 5,004

利益剰余金 72,403 76,131

自己株式 △1,062 △1,038

株主資本合計 82,604 86,376

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,938 3,484

繰延ヘッジ損益 320 74

為替換算調整勘定 △59 93

退職給付に係る調整累計額 503 429

その他の包括利益累計額合計 3,703 4,082

新株予約権 91 85

非支配株主持分 5,749 6,559

純資産合計 92,150 97,104

負債純資産合計 123,996 137,008
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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 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 95,150 143,972

売上原価 69,086 115,974

売上総利益 26,064 27,998

供給販売費及び一般管理費 20,401 21,229

営業利益 5,662 6,768

営業外収益

受取利息 62 64

受取配当金 548 303

持分法による投資利益 432 -

雑収入 236 470

営業外収益合計 1,278 837

営業外費用

支払利息 56 66

為替差損 97 11

持分法による投資損失 - 104

雑支出 13 13

営業外費用合計 168 196

経常利益 6,772 7,410

税金等調整前四半期純利益 6,772 7,410

法人税等 1,706 2,161

四半期純利益 5,066 5,248

非支配株主に帰属する四半期純利益 713 734

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,353 4,513
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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 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 5,066 5,248

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 801 536

繰延ヘッジ損益 549 △246

為替換算調整勘定 4 17

退職給付に係る調整額 △44 △73

持分法適用会社に対する持分相当額 7 135

その他の包括利益合計 1,318 369

四半期包括利益 6,384 5,617

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,664 4,891

非支配株主に係る四半期包括利益 720 725
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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３四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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」といいま

す。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な

変更点は次の通りとなっております。

電力事業・ＬＰＧ事業に係る収益に関して、従来は毎月の検針による使用量の計測に基づき収益を認識してお

りましたが決算月の検針日から決算日までに生じた収益を見積もって認識する方法に変更しております。ただし

「ガス事業会計規則」が適用される連結会社のガス売上は、毎月の検針による使用量の計量に基づき収益を認識

しており、従来から変更はありません。また、再生可能エネルギー固定価格買取制度のものと顧客から回収する

再エネ特措法賦課金について、従来は収益として認識しておりましたが、第三者のために回収する額に相当する

ため収益を認識しない方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を第１四半期

連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収

益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従っ

てほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

また、収益認識会計基準第86項また書き（１）に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前

までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累

積的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,653百万円減少し、売上原価は2,424百万円減少し、供給販

売費及び一般管理費は86百万円減少し、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ142百万円減

少いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首において、利益剰余金が591百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法

により組替えを行っておりません。さらに「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年

３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報を記載しておりません。
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（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える

影響はありません。

（追加情報）

（LNG調達契約に基づく費用の支払いについて）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた急激な需要の減少に対応するために、LNG調達契約に基づき、その契

約数量の一部引き取りを後年に後ろ倒ししており、当該対応にかかる費用24百万米ドルの支払いを2021年第１四

半期連結会計期間に行いました。これによる当第３四半期連結財務諸表等への影響はありません。

なお、当該支払額は、後年に当該数量分の引き取りを行う際にその代金へ充当し、将来の仕入を減額すること

が出来ますが、当第３四半期連結会計期間末における需要想定とLNG調達契約の状況から、その引取時期は現時点

において未確定であります。

（新型コロナウイルス感染症の会計上の見積りへの影響に関する説明）

新型コロナウイルス感染症の影響にかかる仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した内容

から重要な変更を行っておりませんが、当該仮定は不確実性が高く、今後、その状況や影響に変化が生じた場合、

連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。

　



静岡ガス㈱（9543）2022年12月期 第３四半期決算短信

－ 9 －

（セグメント情報）

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 2021年１月１日　至 2021年９月30日)

(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 72,643 15,170 87,814 7,336 95,150 － 95,150

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,449 225 1,674 3,657 5,332 △5,332 －

計 74,092 15,396 89,489 10,993 100,483 △5,332 95,150

セグメント利益 6,136 983 7,120 713 7,834 △2,171 5,662

(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△2,171百万円には、セグメント間取引消去203百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,375百万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。

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

当第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日　至 2022年９月30日)

(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 116,621 19,732 136,353 7,618 143,972 － 143,972

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,929 289 3,219 3,370 6,589 △6,589 －

計 119,551 20,021 139,573 10,989 150,562 △6,589 143,972

セグメント利益 7,363 1,127 8,490 494 8,984 △2,216 6,768

(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△2,216百万円には、セグメント間取引消去229百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,445百万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。
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３．参考情報

ガス販売量（個別）

前第３四半期
（2021/1～2021/9）

当第３四半期
（2022/1～2022/9）

増減 増減率（％）

お客さま数 戸 320,350 320,581 231 0.1

ガ

ス

販

売

量

家庭用 百万㎥ 65 64 △1 △1.4

商業用 〃 24 25 1 4.0

医療用・公用 〃 26 27 1 5.4

工業用 〃 594 615 21 3.6

卸供給 〃 483 509 26 5.5

合計 〃 1,192 1,241 49 4.1

大口販売量 〃 586 607 21 3.6

（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１㎥当たり45MJ換算し、表示単位未満を四捨五入しております。

　


