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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6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2四半期 75,507 1.6 3,357 △35.9 3,537 △34.0 1,823 △36.9
24年12月期第2四半期 74,298 19.8 5,237 99.3 5,357 94.7 2,888 125.0

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 3,800百万円 （6.7％） 24年12月期第2四半期 3,560百万円 （135.0％）

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2四半期 24.93 ―
24年12月期第2四半期 39.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 115,248 61,926 47.5
24年12月期 113,429 59,521 45.7
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  54,733百万円 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  ：  有  
当該配当予想の修正の詳細につきましては、本日平成25年８月７日公表の「剰余金の配当および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 154,340 7.0 5,780 △27.2 6,050 △25.6 2,990 △26.7 40.88



(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】３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】３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 
１．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２月８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】３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。 
２．当社は、平成25年８月９日に機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、動画については、開催後当社ホーム 
 ページに掲載する予定です。    

※  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2Q 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2Q 3,053,048 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2Q 73,140,078 株 24年12月期2Q 73,140,772 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 142,530 7.1 1,100 △ 66.7 3,370 △ 38.6 2,700 △ 30.3 36.91
（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２四半期(平成25年１月～６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1.4％増の655億円となりました。

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1.6％増の755億円となりました。 

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35.9％減の33億円となり、経常利益は34.0％減の35億円、四半期純利益は

36.9％減の18億円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は、既存設備の減価償却が進む一方で、原料価格の上昇等によ

り原料在庫金額が増加したことや、株式市況の影響により投資有価証券の評価額が増加したこと

などから、平成24年12月期末（以下、「前期末」という。）に比べ18億円増の1,152億円となりま

した。 

負債は、未払建設工事代金の減少等により未払金が減少したことなどから、前期末に比べ５億

円減の533億円となりました。 

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、前期末に比べ24億

円増の619億円となり、自己資本比率は47.5％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物は、平成24年12月期末とほぼ横ばいの４億円とな

りました。 

当第２四半期における各キャッシュ・フローとその要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

減価償却前利益は81億円となりましたが、原料価格の上昇等によりたな卸資産が増加したこと

や法人税等の支払いがあったことなどから、営業活動によるキャッシュ・フローは39億円の収入

となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

静浜幹線をはじめとするガス導管建設工事等の設備投資を行ったことなどから、投資活動によ

るキャッシュ・フローは37億円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

新規設備資金を調達する一方で、長期借入金の返済が進んだことや配当金の支払いがあったこ

となどにより、財務活動によるキャッシュ・フローは２億円の支出となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、また第３四半期以降の原油価格及び為替レートの想

定を見直したことなどにより、通期の業績予想を修正いたしました。この結果、売上高は1,543

億円、営業利益は57億円、経常利益は60億円、当期純利益は29億円となる見通しです。 

（参考）原油価格・為替レートの想定 

原油価格 

（全日本CIF） 

前回想定 115ドル/bbl（第３～４四半期） 

今回想定 105ドル/bbl（第３～４四半期） 

為替レート 
前回想定 90円/ドル（第３～４四半期） 

今回想定 100円/ドル（第３～４四半期） 

 

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２四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２四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45百万円増加しております。 
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 21,668 20,178

供給設備 29,302 28,739

業務設備 4,045 6,271

その他の設備 4,239 4,215

建設仮勘定 9,590 8,708

有形固定資産合計 68,845 68,114

無形固定資産 1,884 1,700

投資その他の資産   

投資有価証券 7,201 9,188

長期貸付金 7,078 7,323

繰延税金資産 800 441

その他投資 1,106 1,152

貸倒引当金 △209 △193

投資その他の資産合計 15,977 17,912

固定資産合計 86,707 87,726

流動資産   

現金及び預金 497 467

受取手形及び売掛金 11,685 11,734

商品及び製品 362 367

原材料及び貯蔵品 9,476 11,567

繰延税金資産 632 643

その他流動資産 4,126 2,791

貸倒引当金 △57 △50

流動資産合計 26,722 27,522

資産合計 113,429 115,248
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 22,304 21,526

繰延税金負債 19 207

退職給付引当金 2,648 2,363

ガスホルダー修繕引当金 94 94

負ののれん 256 138

その他固定負債 463 374

固定負債合計 25,786 24,705

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 7,272 9,045

買掛金 7,946 8,023

短期借入金 6,156 6,284

未払金 2,011 896

未払法人税等 1,896 1,833

賞与引当金 446 441

その他流動負債 2,392 2,092

流動負債合計 28,121 28,617

負債合計 53,907 53,322

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 41,729

自己株式 △1,551 △1,551

株主資本合計 49,552 51,046

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 3,686

その他の包括利益累計額合計 2,228 3,686

少数株主持分 7,740 7,192

純資産合計 59,521 61,926

負債純資産合計 113,429 115,248
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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 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 74,298 75,507

売上原価 56,976 59,968

売上総利益 17,321 15,538

供給販売費及び一般管理費 12,083 12,181

営業利益 5,237 3,357

営業外収益   

受取利息 73 87

受取配当金 75 83

負ののれん償却額 118 117

雑収入 147 147

営業外収益合計 414 437

営業外費用   

支払利息 268 242

雑支出 25 15

営業外費用合計 294 257

経常利益 5,357 3,537

特別損失   

固定資産売却損 － 56

特別損失合計 － 56

税金等調整前四半期純利益 5,357 3,481

法人税等 2,057 1,144

少数株主損益調整前四半期純利益 3,300 2,337

少数株主利益 411 513

四半期純利益 2,888 1,823
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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 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,300 2,337

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 254 1,463

繰延ヘッジ損益 5 －

その他の包括利益合計 259 1,463

四半期包括利益 3,560 3,800

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,149 3,282

少数株主に係る四半期包括利益 411 517

静岡瓦斯㈱（9543）平成25年12月期　第２四半期決算短信

― 7 ―



（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 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25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 5,357 3,481

減価償却費 5,434 4,717

負ののれん償却額 △118 △117

有形固定資産除却損 33 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） △284 △284

賞与引当金の増減額（△は減少） 9 △4

受取利息及び受取配当金 △148 △171

支払利息 268 242

有形固定資産売却損益（△は益） － 56

売上債権の増減額（△は増加） 312 △32

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,087 △2,095

仕入債務の増減額（△は減少） 857 △39

未払又は未収消費税等の増減額 △298 △163

その他 △41 △359

小計 7,292 5,227

利息及び配当金の受取額 149 173

利息の支払額 △270 △244

法人税等の支払額 △959 △1,214

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,212 3,942

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △13 △13

定期預金の払戻による収入 13 13

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,563 △4,837

有形及び無形固定資産の売却による収入 11 31

投資有価証券の取得による支出 △120 △3

投資有価証券の売却による収入 － 9

短期貸付金の純増減額（△は増加） 240 1,584

貸付けによる支出 △800 △350

貸付金の回収による収入 106 104

その他 △236 △241

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,362 △3,702

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,284 128

長期借入れによる収入 2,550 3,650

長期借入金の返済による支出 △3,304 △2,655

配当金の支払額 △330 △328

少数株主への配当金の支払額 △1,064 △1,065

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △865 △270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14 △30

現金及び現金同等物の期首残高 432 475

現金及び現金同等物の四半期末残高 418 444
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（４） 継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

（５） 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２四半期連結累計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日)

（単位：百万円）

　外部顧客への
　売上高

　セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

（注）１

２

３

　　当第２四半期連結累計期間(自　平成25年１月１日　至　平成25年６月30日)

（単位：百万円）

　外部顧客への
　売上高

　セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

（注）１

２

３

（６） 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。

6,287 

72,024 

552 

4,980 

△ 2,481 

△ 2,481 

460 

177 

　売上高

ガス

3,764 

△ 5 

計 64,636 

計

6,426 

ＬＰＧ・その
他エネルギー

報告セグメント

　セグメント利益又は
　セグメント損失（△）

6,195 577 6,773 

　売上高

172 528 356 

　「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。

　セグメント利益又はセグメント損失の調整額△1,529百万円には、セグメント間取引消去
119百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,649百万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。

　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。

△ 1,714 

77,989 

71,472 65,184 

合計

92 

その他
（注１）

5,964 

5,072 

75,507 

－ 　

　セグメント利益

計 65,559 

374 

4,519 

報告セグメント
その他

（注１）
合計

70,533 

　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。

2,481 

6,465 

3,357 

　「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。

　セグメント利益の調整額△1,714百万円には、セグメント間取引消去122百万円及び各報告
セグメントに配分していない全社費用△1,837百万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。

74,298 － 　64,279 6,253 

調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書

計上額
（注３）

74,298 

ガス
ＬＰＧ・その
他エネルギー

計

－ 　

71,062 5,821 76,883 

2,584 △ 2,584 

△ 2,584 74,298 

2,056 

6,767 △ 1,529 5,237 

1,929 

75,507 75,507 4,035 

四半期連結
損益計算書

計上額
（注３）

調整額
（注２）

－ 　
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４．参考情報 

ガス販売量（個別） 

 

 
当第２四半期 

（25/1～25/6）

前年同四半期 

（24/1～24/6）
増 減 増減率(％) 

お客さま数 戸 313,631 313,903 △272 △0.1

ガ

ス

販

売

量 

家庭用 百万ｍ３ 53 55 △2 △3.4

商業用 〃 16 17 △0 △1.9

工業用 〃 326 342 △16 △4.7

その他用 〃 15 16 △0 △2.7

卸供給 〃 276 281 △5 △1.7

合 計 〃 686 709 △23 △3.3

大口販売量 〃 321 337 △16 △4.8

(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。 
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