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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165期
第１四半期
連結累計期間

第166期
第１四半期
連結累計期間

第165期

会計期間
自　平成24年１月１日
至　平成24年３月31日

自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日

自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日

売上高 (百万円) 39,333 38,367 144,307

経常利益 (百万円) 4,250 2,277 8,133

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,370 958 4,078

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,071 2,175 5,528

純資産額 (百万円) 57,396 60,301 59,521

総資産額 (百万円) 109,852 111,576 113,429

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 32.41 13.11 55.76

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 45.7 47.8 45.7

(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。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四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。

なお、当社の連結子会社であるエスジークレジットサービス㈱は静岡ガスクレジット㈱に、エスジー保

険サービス㈱は静岡ガス保険サービス㈱に、平成25年４月１日付けでそれぞれ社名変更しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四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 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間の売上高は、ガス売上高の減少等により、前年同期に比べ2.5％減の38,367

百万円となりました。

利益につきましては、原料費調整制度のタイムラグによる影響等により営業利益は前年同期に比べ

47.1％減の2,238百万円、経常利益は46.4％減の2,277百万円、四半期純利益は59.5％減の958百万円とな

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、工業用で新規大口物件の開拓がありましたが既存需要家設備の稼動が減少したこと

や、卸供給先での需要が減少したことなどにより、前年同期に比べ4.4％減の357百万ｍ
3
となりました。

ガス売上高は、ガス販売量の減少等により、前年同期に比べ3.7％減の32,913百万円となりました。セ

グメント利益（営業利益）は、原料費調整制度のタイムラグによる影響等により、前年同期に比べ

40.6％減の2,715百万円となりました。

②ＬＰＧ・その他エネルギー

ＬＰＧ販売は、ガス販売量が減少しましたが、原料価格の上昇に伴うガス販売単価の上方調整等によ

り、売上高は前年同期に比べ3.6％増の3,512百万円となりました。しかし、売上原価が原料価格の上昇等

により売上高を上回る増加となったことなどから、セグメント利益（営業利益）は26.5％減の279百万

円となりました。

③その他

受注工事及びガス器具販売の増加等により売上高は前年同期に比べ9.1％増の3,176百万円となり、セ

グメント利益（営業利益）は306.1％増の90百万円となりました。
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（2）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,853百万円減の111,576百

万円となりました。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固定資産は増

加しましたが、原料受入のタイミングによる在庫量の減少等により原材料が減少したことなどから流動

資産は減少しました。

負債は、ＬＮＧ代金の増加等により買掛金が増加しましたが、短期借入金が減少したことなどから、前

連結会計年度末に比べ2,633百万円減の51,274百万円となりました。

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

780百万円増の60,301百万円となり、自己資本比率は47.8％となりました。

　
（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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。

　
（4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は２百万円であります。
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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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年５月14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 76,192,95076,192,950
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数　500株

計 76,192,95076,192,950― ―

　

(2) 【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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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)

平成25年１月１日～
平成25年３月31日

― 76,192,950 ― 6,279 ― 4,098

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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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(7) 【議決権の状況】

当第１四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平成24年12月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】
平成24年12月31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 3,052,500

完全議決権株式(その他) 普通株式 73,105,000 146,210 ―

単元未満株式 普通株式 35,450 ― 一単元(500株)未満の株式

発行済株式総数 76,192,950 ― ―

総株主の議決権 ― 146,210 ―

　

② 【自己株式等】
平成24年12月31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)
静岡瓦斯㈱

静岡県静岡市駿河区八幡
一丁目５番38号

3,052,500 ― 3,052,5004.00

計 ― 3,052,500 ― 3,052,5004.00

　
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１四半期連結会計期間（平成25年１月１

日から平成25年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年３月31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
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 21,668 20,915

供給設備 29,302 28,866

業務設備 4,045 6,147

その他の設備 4,239 4,216

建設仮勘定 9,590 8,839

有形固定資産合計 68,845 68,984

無形固定資産 1,884 1,702

投資その他の資産

投資有価証券 7,201 8,561

長期貸付金 7,078 7,379

繰延税金資産 800 451

その他投資 1,106 1,152

貸倒引当金 △209 △218

投資その他の資産合計 15,977 17,326

固定資産合計 86,707 88,014

流動資産

現金及び預金 497 553

受取手形及び売掛金 11,685 11,836

商品及び製品 362 374

原材料及び貯蔵品 9,476 8,406

繰延税金資産 632 655

その他流動資産 4,126 1,788

貸倒引当金 △57 △52

流動資産合計 26,722 23,562

資産合計 113,429 111,576
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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１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 22,304 22,547

繰延税金負債 19 84

退職給付引当金 2,648 2,588

ガスホルダー修繕引当金 94 94

負ののれん 256 197

その他固定負債 463 462

固定負債合計 25,786 25,976

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 7,272 9,173

買掛金 7,946 9,150

短期借入金 6,156 478

未払金 2,011 2,012

未払法人税等 1,896 985

賞与引当金 446 1,006

その他流動負債 2,392 2,491

流動負債合計 28,121 25,298

負債合計 53,907 51,274

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 40,864

自己株式 △1,551 △1,551

株主資本合計 49,552 50,181

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 3,186

繰延ヘッジ損益 － △30

その他の包括利益累計額合計 2,228 3,156

少数株主持分 7,740 6,964

純資産合計 59,521 60,301

負債純資産合計 113,429 111,576
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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：百万円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

売上高 39,333 38,367

売上原価 29,176 30,168

売上総利益 10,157 8,199

供給販売費及び一般管理費 5,928 5,960

営業利益 4,228 2,238

営業外収益

受取利息 34 43

受取配当金 1 2

負ののれん償却額 58 58

雑収入 70 55

営業外収益合計 165 160

営業外費用

支払利息 136 120

雑支出 7 1

営業外費用合計 143 121

経常利益 4,250 2,277

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 4,250 2,220

法人税等 1,652 975

少数株主損益調整前四半期純利益 2,598 1,245

少数株主利益 227 286

四半期純利益 2,370 958

EDINET提出書類

静岡瓦斯株式会社(E04516)

四半期報告書

10/16



【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：百万円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,598 1,245

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 480 960

繰延ヘッジ損益 △7 △30

その他の包括利益合計 473 930

四半期包括利益 3,071 2,175

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,842 1,886

少数株主に係る四半期包括利益 228 288
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【会計方針の変更等】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日)

(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、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以降に取得

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１四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12

百万円増加しております。

　

【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】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日)

（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（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。

　

【注記事項】

(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
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

静浜パイプライン㈱ 4,890百万円 5,330百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四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。）及び負ののれんの償却

額は、次のとおりであります。
　

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

減価償却費 2,723百万円 2,356百万円

負ののれんの償却額 △58百万円 △58百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第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) 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

平成24年３月22日
定時株主総会

普通株式 329 4.5平成23年12月31日 平成24年３月23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１四半期連結累計期間(自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31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

平成25年３月22日
定時株主総会

普通株式 329 4.5平成24年12月31日 平成25年３月25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。

　
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第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)

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 34,0073,28937,2972,03639,333 ― 39,333

セグメント間の内部売上高
又は振替高

180 101 281 874 1,155△1,155 ―

計 34,1883,39037,5792,91040,489△1,155 39,333

セグメント利益 4,568 380 4,949 22 4,971 △742 4,228

　

(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△742百万円には、セグメント間取引消去61百万円及び各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△804百万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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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成25年１月１日　至　平成25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

　 　 　 　 　 　 (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 32,7353,40336,1382,22838,367 － 38,367

セグメント間の内部売上高
又は振替高

178 109 287 947 1,235△1,235 －

計 32,9133,51236,4263,17639,602△1,235 38,367

セグメント利益 2,715 279 2,995 90 3,086 △847 2,238

　

(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△847百万円には、セグメント間取引消去58百万円及び各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△906百万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。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

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に記載のとおり、法人税法の改正

に伴い、当第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、

改正後の法人税法に基づく減価償却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１四半期連結累計期間のセグメント利益が、「ガス」セグ

メントで９百万円、「調整額」で２百万円増加しております。

　

(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は、以下のとおりであります。

項目
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日)

１株当たり四半期純利益 　 32円41銭 13円11銭

(算定上の基礎) 　 　 　

四半期純利益 (百万円) 2,370 958

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益 (百万円) 2,370 958

普通株式の期中平均株式数 (株) 73,140,962 73,140,152

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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

　
平成25年５月８日

静岡瓦斯株式会社

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　浅　野　　裕　史　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　篠　原　　孝　広　　㊞

　

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

瓦斯株式会社の平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成25年１月１日から平成25年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25年３

月31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、静岡瓦斯株式会社及び連結子会社の平成25年

３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四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　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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