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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31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 ％

24年12月期第1四半期 20,648 48.2 1,276 17.0 1,281 18.1 770 14.7
23年12月期第1四半期 13,935 10.5 1,090 △8.0 1,084 △9.1 672 △9.7

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 794百万円 （17.9％） 23年12月期第1四半期 673百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 48.73 48.52
23年12月期第1四半期 42.48 42.36

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 31,395 19,670 62.3
23年12月期 30,456 18,955 61.9
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  19,558百万円 23年12月期  18,843百万円

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  
   23年12月期期末配当の内訳 普通配当４円00銭 特別配当１円00銭 

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

23年12月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 31,817 18.1 1,440 △19.0 1,450 △18.6 900 △18.7 56.89
通期 62,000 6.2 1,450 △26.9 1,460 △26.7 910 △20.9 57.52



(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  
（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 

(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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあ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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期1Q 17,424,000 株 23年12月期 17,424,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 1,604,554 株 23年12月期 1,604,554 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 15,819,446 株 23年12月期1Q 15,819,802 株
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当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、大口のお客さま向けのガス販売価格の上昇やガ

ス販売量の増加などにより、前年同四半期に比べ48.2％増加の206億48百万円となり、営業費用につき

ましても原料ガスの購入価格の上昇や購入量の増加などにより、50.8％増加の193億72百万円となりま

した。この結果、営業利益につきましては17.0％増加の12億76百万円、経常利益につきましては18.1％

増加の12億81百万円、四半期純利益につきましては14.7％増加の７億70百万円となりました。 

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「前年同四半期」との比較となっております。 

  

【ガ ス】 

ガス販売量につきましては、電力の供給を補うために発電用途での需要が増加したこと、及び気温が

低めに推移したため、家庭用や業務用などで需要が増加したことなどにより、27.7％増加の320,758千

㎥となりました。 

こうしたガス販売量の増加に加え、輸入エネルギー価格の上昇によって大口のお客さま向けのガス販

売価格が上昇したこともあり、受注工事、器具販売などを含めた売上高につきましては、49.4%増加の

199億33百万円、セグメント利益につきましては、17.4％増加の12億３百万円となりました。 

  

【その他】 

売上高につきましては、液化石油ガスの販売や情報処理サービスなどの売上が増加したため、20.7％

増加の８億38百万円となり、セグメント利益につきましては、7.1％増加の67百万円となりました。 

  

(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「ガス事業」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。 

  

「現金及び預金」の増加等により、当第１四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９億39百万円増加し313億95百万円となりました。 

 「買掛金」の増加等により、当第１四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２

億23百万円増加し117億24百万円となりました。 

 四半期純利益等による「利益剰余金」の増加等により、当第１四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べ７億15百万円増加し196億70百万円となりました。なお、自己資本比率は

62.3％となりました。 

  

通期の見通しにつきましては、「平成23年12月期決算短信(連結)」(平成24年２月15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。 

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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
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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23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

供給設備 9,201,877 8,931,204

業務設備 2,448,313 2,441,489

その他の設備 401,620 388,477

建設仮勘定 228,087 539,984

有形固定資産合計 12,279,899 12,301,156

無形固定資産

その他無形固定資産 892,977 920,357

無形固定資産合計 892,977 920,357

投資その他の資産

投資有価証券 869,545 793,635

その他投資 1,254,456 1,343,346

貸倒引当金 △23,329 △23,326

投資その他の資産合計 2,100,673 2,113,656

固定資産合計 15,273,550 15,335,170

流動資産

現金及び預金 4,057,769 4,805,669

受取手形及び売掛金 6,594,293 7,018,884

有価証券 4,026,681 3,825,524

その他流動資産 515,433 423,440

貸倒引当金 △11,521 △13,264

流動資産合計 15,182,657 16,060,255

資産合計 30,456,208 31,395,425

負債の部

固定負債

長期借入金 831,680 765,490

退職給付引当金 1,816,855 1,833,269

ガスホルダー修繕引当金 173,536 182,276

その他固定負債 79,444 79,313

固定負債合計 2,901,516 2,860,348

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 308,040 296,760

買掛金 5,783,225 6,128,110

短期借入金 391,000 391,000

未払法人税等 493,975 553,143

その他流動負債 1,623,351 1,495,544

流動負債合計 8,599,592 8,864,558

負債合計 11,501,108 11,724,907
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31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 15,589,155 16,280,890

自己株式 △994,950 △994,950

株主資本合計 18,852,026 19,543,762

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △8,558 14,367

その他の包括利益累計額合計 △8,558 14,367

新株予約権 31,626 31,626

少数株主持分 80,005 80,763

純資産合計 18,955,099 19,670,518

負債純資産合計 30,456,208 31,395,425
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 13,935,766 20,648,241

売上原価 11,205,250 17,684,720

売上総利益 2,730,516 2,963,520

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 1,356,749 1,398,036

一般管理費 283,037 289,319

供給販売費及び一般管理費合計 1,639,787 1,687,355

営業利益 1,090,728 1,276,165

営業外収益

受取利息 5,616 4,786

受取配当金 796 908

受取賃貸料 3,187 3,219

その他 13,256 3,361

営業外収益合計 22,857 12,275

営業外費用

支払利息 7,369 7,040

その他 21,560 248

営業外費用合計 28,930 7,289

経常利益 1,084,655 1,281,151

税金等調整前四半期純利益 1,084,655 1,281,151

法人税等 411,993 509,561

少数株主損益調整前四半期純利益 672,662 771,590

少数株主利益 623 757

四半期純利益 672,038 770,832
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 672,662 771,590

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,176 22,926

その他の包括利益合計 1,176 22,926

四半期包括利益 673,838 794,516

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 673,214 793,758

少数株主に係る四半期包括利益 623 757
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該当事項はありません。  

  

 前第１四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23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 

 
(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2,165千円の主な内容は、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。 
  

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 

該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24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 

 
(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4,962千円の主な内容は、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。 
  

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 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 13,342,678 694,949 14,037,627 △101,861 13,935,766

セグメント利益 1,025,602 62,960 1,088,563 2,165 1,090,728

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 19,933,882 838,874 20,772,756 △124,515 20,648,241

セグメント利益 1,203,791 67,411 1,271,203 4,962 1,276,165

（５）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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