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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第172期

第３四半期
連結累計期間

第173期
第３四半期
連結累計期間

第172期

会計期間
自　2019年１月１日
至　2019年９月30日

自　2020年１月１日
至　2020年９月30日

自　2019年１月１日
至　2019年12月31日

売上高 (百万円） 110,417 94,838 141,544

経常利益 (百万円） 8,752 6,872 8,537

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
(百万円） 5,699 3,579 5,519

四半期包括利益又は包括利益 (百万円） 6,220 2,515 6,361

純資産額 (百万円） 86,344 86,624 86,410

総資産額 (百万円） 109,155 116,409 115,027

１株当たり四半期（当期）純利益 (円） 77.07 48.34 74.62

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
(円） 76.92 48.25 74.47

自己資本比率 (％） 73.6 69.7 69.9

 

回次
第172期

第３四半期
連結会計期間

第173期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2019年７月１日
至　2019年９月30日

自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円） 10.77 37.15

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

　　　　　しておりません。

２　売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

 

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 経営成績に関する説明

当第３四半期（2020年１～９月）の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響によりガス販売量が減少したこ

とに加え、原料費調整制度によるガス販売単価の下方調整により、前年同期に比べ14.1％減の94,838百万円となり

ました。また、原料使用量の減少や原料価格の変動がガス販売単価に反映されるタイムラグの影響による原材料費

の減少等はあったものの、配船調整引当金の計上等により、営業利益は前年同期に比べ20.4％減の6,575百万円、

経常利益は21.5％減の6,872百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は37.2％減の3,579百万円となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、下記のセグメント別業績数値には、セグメント間の内部取引を含んでおります。

①ガス

ガス販売量は、新型コロナウイルス感染症の影響等により卸販売、工業用で減少したことから前年同期に比べ

6.6％減の1,109百万㎥となりました。

売上高は、ガス販売量の減少や原料費調整制度によるガス販売単価の下方調整等により、前年同期に比べ15.2％

減の76,004百万円となりました。また、原料使用量の減少や原料価格の変動がガス販売単価に反映されるタイムラ

グの影響による原材料費の減少等はあったものの、配船調整引当金の計上等により、セグメント利益（営業利益）

は前年同期に比べ18.3％減の7,842百万円となりました。

②ＬＰＧ・その他エネルギー

売上高は、前年同期に比べ4.8％減の13,021百万円となり、セグメント利益（営業利益）は16.1％増の723百万円

となりました。

③その他

売上高は、前年同期に比べ12.1％減の10,189百万円となり、セグメント利益（営業利益）は23.8％減の344百万

円となりました。

 

(2) 財政状態に関する説明

　資産・負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、LNG在庫に係る原材料の減少や減価償却の進捗による固定資産

の減少等はあったものの、現金及び預金の増加により、前連結会計年度末に比べ1,381百万円増の116,409百万円と

なりました。

負債は、借入金の返済が進んだものの、配船調整引当金の計上により、前連結会計年度末に比べ1,167百万円増

の29,784百万円となりました。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比

べ214百万円増の86,624百万円となり、自己資本比率は69.7％となりました。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は０百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 240,000,000

計 240,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

 （2020年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年11月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 76,192,950 76,192,950
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数　100株

計 76,192,950 76,192,950 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2020年７月１日～

2020年９月30日
－ 76,192,950 － 6,279 － 4,098

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である2020年６月30日現在で記載しております。

①【発行済株式】

    2020年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 2,145,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 74,026,900 740,269 －

単元未満株式 普通株式 20,950 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  76,192,950 － －

総株主の議決権  － 740,269 －

 

②【自己株式等】

    2020年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

（自己保有株式）

静岡ガス㈱

静岡県静岡市駿河区八幡

一丁目５番38号
2,145,100 － 2,145,100 2.81

計 － 2,145,100 － 2,145,100 2.81

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）及び「ガス事業会計規則」（昭和29年通商産業省令第15号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020

年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【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
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 6,831 6,055

供給設備 34,631 33,924

業務設備 5,066 5,171

その他の設備 7,763 7,502

建設仮勘定 368 759

有形固定資産合計 54,661 53,413

無形固定資産 806 936

投資その他の資産   

投資有価証券 9,545 7,771

長期貸付金 5,235 4,745

繰延税金資産 707 1,170

その他投資 1,760 1,804

貸倒引当金 △93 △95

投資その他の資産合計 17,155 15,396

固定資産合計 72,623 69,745

流動資産   

現金及び預金 24,498 32,281

受取手形及び売掛金 10,458 9,045

商品及び製品 336 288

原材料及び貯蔵品 4,905 2,987

その他流動資産 2,238 2,088

貸倒引当金 △34 △27

流動資産合計 42,404 46,664

資産合計 115,027 116,409
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部   

固定負債   

長期借入金 5,779 4,336

繰延税金負債 229 158

退職給付に係る負債 3,245 3,183

その他固定負債 119 96

固定負債合計 9,373 7,774

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 2,437 1,832

買掛金 8,735 9,297

未払金 2,888 2,626

未払法人税等 2,077 1,663

賞与引当金 437 1,081

配船調整引当金 － 2,960

その他流動負債 2,668 2,550

流動負債合計 19,243 22,010

負債合計 28,617 29,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,279 6,279

資本剰余金 4,950 4,974

利益剰余金 67,095 69,454

自己株式 △1,109 △1,090

株主資本合計 77,215 79,617

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,020 2,020

繰延ヘッジ損益 6 △521

為替換算調整勘定 △40 △139

退職給付に係る調整累計額 179 152

その他の包括利益累計額合計 3,166 1,512

新株予約権 114 108

非支配株主持分 5,914 5,386

純資産合計 86,410 86,624

負債純資産合計 115,027 116,409

 

EDINET提出書類

静岡ガス株式会社(E04516)

四半期報告書

 9/18



(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　2019年１月１日
　至　2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 110,417 94,838

売上原価 81,636 68,002

売上総利益 28,781 26,836

供給販売費及び一般管理費 20,521 20,260

営業利益 8,259 6,575

営業外収益   

受取利息 85 75

受取配当金 118 117

持分法による投資利益 245 67

雑収入 227 241

営業外収益合計 676 501

営業外費用   

支払利息 91 70

為替差損 69 118

雑支出 22 16

営業外費用合計 182 204

経常利益 8,752 6,872

特別利益   

投資有価証券売却益 － 30

特別利益合計 － 30

税金等調整前四半期純利益 8,752 6,902

法人税等 2,389 2,724

四半期純利益 6,363 4,177

非支配株主に帰属する四半期純利益 663 598

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,699 3,579
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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　2019年１月１日
　至　2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

四半期純利益 6,363 4,177

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △145 △1,007

繰延ヘッジ損益 △38 △527

為替換算調整勘定 △3 △3

退職給付に係る調整額 △24 △26

持分法適用会社に対する持分相当額 68 △95

その他の包括利益合計 △143 △1,661

四半期包括利益 6,220 2,515

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,555 1,925

非支配株主に係る四半期包括利益 664 590
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（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。

 

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染症による影響は不確実性が高いものの、会計上の見積りを行う上での影響について

は、当社グループの需要が2021年後半に向けて徐々に回復するとの仮定を置いております。

　また、当連結会計年度においては、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、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、当該対応にかかる支払額

を2,960百万円と見込んでおります。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す

ることができますが、上記仮定に基づく需要想定とLNG調達契約の状況から、その引取時期は現時点において不

確実性が高く未確定としているため、当該支払見込額の全額を配船調整引当金として計上し、本年度の売上原価

として費用処理しております。

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について第２四半期連結会計期間から重要な変更はあり

ませんが、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。
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（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

　下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2019年12月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2020年９月30日）

静浜パイプライン㈱ 4,082百万円 3,527百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年９月30日）

減価償却費 6,278百万円 6,297百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年９月30日）

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年３月20日

定時株主総会
普通株式 553 7.5 2018年12月31日 2019年３月22日 利益剰余金

2019年８月７日

取締役会
普通株式 592 8.0 2019年６月30日 2019年９月２日 利益剰余金

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９月30日）

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年３月25日

定時株主総会
普通株式 592 8.0 2019年12月31日 2020年３月26日 利益剰余金

2020年８月５日

取締役会
普通株式 629 8.5 2020年６月30日 2020年９月１日 利益剰余金

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年９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
ＬＰＧ・
その他

エネルギー
計

売上高        

外部顧客への売上高 88,301 13,510 101,811 8,606 110,417 － 110,417

セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,320 170 1,490 2,990 4,481 △4,481 －

計 89,621 13,681 103,302 11,596 114,899 △4,481 110,417

セグメント利益 9,594 623 10,217 452 10,670 △2,410 8,259

（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△2,410百万円には、セグメント間取引消去198百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,609百万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。

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９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
ＬＰＧ・
その他

エネルギー
計

売上高        

外部顧客への売上高 75,126 12,807 87,933 6,904 94,838 － 94,838

セグメント間の内部

売上高又は振替高
878 213 1,092 3,285 4,377 △4,377 －

計 76,004 13,021 89,026 10,189 99,216 △4,377 94,838

セグメント利益 7,842 723 8,566 344 8,910 △2,335 6,575

（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△2,335百万円には、セグメント間取引消去202百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,537百万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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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年９月30日）

(１）１株当たり四半期純利益 77円07銭 48円34銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円） 5,699 3,579

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属す

る四半期純利益
（百万円） 5,699 3,579

普通株式の期中平均株式数 （株） 73,949,455 74,034,705

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 76円92銭 48円25銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益

調整額
（百万円） － －

普通株式増加数 （株） 144,640 142,337

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　剰余金の配当

　2020年８月５日開催の取締役会において、第173期の中間配当を行うことを決議しました。

　中間配当総額　　　　　　　　　　　　　　　629百万円

　１株当たり中間配当額　　　　　　　　　　　８円50銭

　支払請求権効力発生日並びに支払開始日　　　2020年９月１日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 2020年11月６日
 

静岡ガス株式会社
 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 郷　右　近　　隆　也㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 嶋　田　　　　聖　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている静岡ガス株式会

社の2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年９月

30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2020年１月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、静岡ガス株式会社及び連結子会社の2020年９月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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