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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

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
23年12月期第2四半期 62,003 4.1 2,627 △32.7 2,752 △30.6 1,284 △41.4

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 3,560百万円 （135.0％） 23年12月期第2四半期 1,515百万円 （―％）

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2四半期 39.49 ―

23年12月期第2四半期 16.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 111,148 57,883 45.4
23年12月期 107,432 55,719 44.4

（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  50,471百万円 23年12月期  47,652百万円

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  
 

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00

24年12月期 ― 4.50

24年12月期（予想） ― 4.50 9.00

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、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 144,710 12.9 8,060 115.1 8,240 108.8 4,640 166.1 63.43



(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（その他）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 

(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24年２月９日公表の決算短信に記載した平成24年12月期（平成24年１月１日～平成24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24年８月10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   ：  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2Q 76,192,950 株 23年12月期 76,192,950 株

② 期末自己株式数 24年12月期2Q 3,052,388 株 23年12月期 3,051,988 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 73,140,772 株 23年12月期2Q 76,141,963 株



（参考） 個別業績予想　

 平成24年12月期の個別業績予想（平成24年１月１日～平成24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 133,890 14.2 3,560 － 5,740 － 4,490 857.6 61.38
（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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ァイル名:12.6 2定性情報.doc 更新日時:2012/08/06 11:24:00 印刷日 
 
 

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24年１月～６月)は、原料費調整制度のタイムラグにより原料価格の上昇が

当期のガス料金に反映されたことなどから、ガス売上高は前年同期に比べ23.1％増の646億円と

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19.8％増の742億円となりました。 

一方、原料価格の上昇等により売上原価も増加しましたが、売上高の増加がこれを上回ったこ

となどから、営業利益は前年同期に比べ99.3％増の52億円、経常利益は94.7％増の53億円、四半

期純利益は125.0％増の28億円となりました。 

 

（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、平成23年12月期末（以下、「前期末」という。）に比べ37億

円増の1,111億円となりました。固定資産は、既存設備の減価償却が進む一方で、静浜幹線関連

への投資を行っ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、

前期末に比べ３億円増の856億円となりました。流動資産は、原材料が原料受入のタイミングに

よる在庫量の増加や原料価格の上昇等により増加したことなどから、前期末に比べ33億円増の

255億円となりました。 

負債は、既往の長期借入金を返済する一方で、新規設備資金や運転資金を調達したことや未払

法人税等が増加したことなどから、前期末に比べ15億円増の532億円となりました。 

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21億

円増の578億円となり、自己資本比率は45.4％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23年12月期末に比べ14百万円減の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107億円となりましたが、原料在庫量の増加や原料価格の上昇等によりたな卸

資産が増加したことなどから、営業活動によるキャッシュ・フローは62億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） 

静浜幹線建設工事をはじめとする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53億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） 

新規設備資金や運転資金を調達する一方で、既往の長期借入金の返済や配当金の支払等により、

財務活動によるキャッシュ・フローは８億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３四半期の原油価格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1,447億円、営業利益は80億円、経

常利益は82億円、当期純利益は46億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 110ドル/bbl（第３～４四半期） 

今回想定 
103ドル/bbl（第３四半期） 

110ドル/bbl（第４四半期） 

為替レート 
前回想定 80円/ドル（第３～４四半期） 

今回想定 80円/ドル（第３～４四半期） 

 

２．サマリー情報（その他）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）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４

日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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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23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 24,768 22,808

供給設備 30,363 29,549

業務設備 3,818 3,831

その他の設備 4,451 4,366

建設仮勘定 5,869 7,961

有形固定資産合計 69,270 68,518

無形固定資産 1,998 1,963

投資その他の資産   

投資有価証券 6,495 6,952

長期貸付金 5,554 6,247

繰延税金資産 1,199 1,093

その他投資 1,007 1,087

貸倒引当金 △222 △226

投資その他の資産合計 14,035 15,154

固定資産合計 85,304 85,636

流動資産   

現金及び預金 455 440

受取手形及び売掛金 11,192 10,874

商品及び製品 314 356

原材料及び貯蔵品 5,908 9,958

繰延税金資産 1,382 1,380

その他流動資産 2,937 2,559

貸倒引当金 △63 △56

流動資産合計 22,127 25,512

資産合計 107,432 111,148
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 26,407 26,550

繰延税金負債 2 1

退職給付引当金 2,831 2,546

ガスホルダー修繕引当金 94 94

負ののれん 490 373

その他固定負債 574 448

固定負債合計 30,401 30,016

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 5,613 4,716

買掛金 2,681 3,577

短期借入金 7,532 8,816

未払金 1,468 1,359

未払法人税等 1,508 2,417

賞与引当金 434 443

その他流動負債 2,072 1,917

流動負債合計 21,311 23,248

負債合計 51,713 53,264

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 36,815 39,374

自己株式 △1,550 △1,551

株主資本合計 46,132 48,692

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,524 1,779

繰延ヘッジ損益 △5 －

その他の包括利益累計額合計 1,519 1,779

少数株主持分 8,067 7,411

純資産合計 55,719 57,883

負債純資産合計 107,432 111,148
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 62,003 74,298

売上原価 47,331 56,976

売上総利益 14,671 17,321

供給販売費及び一般管理費 12,044 12,083

営業利益 2,627 5,237

営業外収益   

受取利息 50 73

受取配当金 85 75

負ののれん償却額 117 118

雑収入 195 147

営業外収益合計 448 414

営業外費用   

支払利息 298 268

雑支出 24 25

営業外費用合計 323 294

経常利益 2,752 5,357

特別利益   

固定資産売却益 77 －

特別利益合計 77 －

特別損失   

投資有価証券評価損 233 －

特別損失合計 233 －

税金等調整前四半期純利益 2,595 5,357

法人税等 910 2,057

少数株主損益調整前四半期純利益 1,685 3,300

少数株主利益 401 411

四半期純利益 1,284 2,888
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,685 3,300

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △179 254

繰延ヘッジ損益 9 5

その他の包括利益合計 △170 259

四半期包括利益 1,515 3,560

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,113 3,149

少数株主に係る四半期包括利益 401 411
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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 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

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 2,595 5,357

減価償却費 5,874 5,434

負ののれん償却額 △117 △118

有形固定資産除却損 29 33

投資有価証券評価損益（△は益） 233 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △191 △284

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 7 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △0 9

受取利息及び受取配当金 △135 △148

支払利息 298 268

有形固定資産売却損益（△は益） △77 －

売上債権の増減額（△は増加） △595 312

たな卸資産の増減額（△は増加） △616 △4,087

仕入債務の増減額（△は減少） △1,244 857

未払又は未収消費税等の増減額 966 △298

その他 △776 △41

小計 6,245 7,292

利息及び配当金の受取額 135 149

利息の支払額 △303 △270

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 70 △959

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,149 6,212

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 △3,770 △4,563

有形及び無形固定資産の売却による収入 83 11

投資有価証券の取得による支出 △2 △120

貸付けによる支出 △810 △800

貸付金の回収による収入 106 106

工事負担金等受入による収入 23 －

その他 758 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,611 △5,362

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） △561 1,284

長期借入れによる収入 2,150 2,550

長期借入金の返済による支出 △2,299 △3,304

配当金の支払額 △308 △330

少数株主への配当金の支払額 △434 △1,064

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,454 △865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,082 △14

現金及び現金同等物の期首残高 734 432

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,816 418

静岡瓦斯㈱（9543）平成24年12月期　第２四半期決算短信

― 8 ―



（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23年１月１日　至　平成23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

（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。

74,298 

－ 　

△ 2,584 

△ 2,584 

6,195 577 

172 

合計ＬＰＧ・その
他エネルギー

△ 5 

報告セグメント

6,253 

71,062 

その他
（注１）

74,298 

計

70,533 74,298 3,764 64,279 

四半期連結
損益計算書
計上額

（注３）

調整額
（注２）

－ 　

　売上高

195 478 1,699 

356 

　売上高

ガス

3,795 

18 

計 52,501 6,185 

282 

528 

6,773 

5,821 

6,767 

　セグメント利益 3,435 640 

　セグメント利益又は
　セグメント損失（△）

計 64,636 

報告セグメント
その他

（注１）
合計

58,207 

　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。

2,584 

6,426 

5,237 

　「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。

62,003 － 　52,218 5,989 

調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額

（注３）

62,003 

ガス
ＬＰＧ・その
他エネルギー

計

4,094 

　「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。

－ 　

58,686 5,494 64,181 

2,178 △ 2,178 

　セグメント利益の調整額△1,466百万円には、セグメント間取引消去136百万円及び各報
告セグメントに配分していない全社費用△1,603百万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。

△ 1,529 

△ 2,178 62,003 

△ 1,466 2,627 

2,056 

76,883 

4,076 
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４．参考情報 

ガス販売量（個別） 

 

 
当第２四半期 

（24/1～24/6） 

前年同四半期 

（23/1～23/6） 
増 減 増減率(％) 

お客さま数 戸 313,903 314,227 △324 △0.1 

ガ

ス

販

売

量 

家庭用 百万ｍ３ 55 55 △0 △0.1 

商業用 〃 17 16 1 5.1 

工業用 〃 342 349 △7 △2.1 

その他用 〃 16 16 △0 △1.8 

卸供給 〃 281 281 △0 △0.1 

合 計 〃 709 716 △7 △1.0 

大口販売量 〃 337 346 △8 △2.4 

(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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