
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年８月13日

【四半期会計期間】 第166期第２四半期(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

【会社名】 静岡瓦斯株式会社

【英訳名】 SHIZUOKAGAS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長    戸野谷  宏

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目５番38号

【電話番号】 054(284)4141(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートサービス部経理担当マネジャー  森田  将信

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目５番38号

【電話番号】 054(284)4141(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートサービス部経理担当マネジャー  森田  将信

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　

EDINET提出書類

静岡瓦斯株式会社(E04516)

四半期報告書

 1/19



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２四半期
連結累計期間

第166期
第２四半期
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６月30日

自  平成25年１月１日
至  平成25年６月30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) 74,298 75,507 144,307

経常利益 (百万円) 5,357 3,537 8,133

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,888 1,823 4,078

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,560 3,800 5,528

純資産額 (百万円) 57,883 61,926 59,521

総資産額 (百万円) 111,148 115,248 113,429

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 39.49 24.93 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 (％) 45.4 47.5 45.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,212 3,942 17,686

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,362 △3,702 △12,102

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △865 △270 △5,542

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 418 444 475

　

回次
第165期
第２四半期
連結会計期間

第166期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 7.08 11.82

(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２四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２四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２四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２四半期連結累計期間の売上高は、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1.6％増の75,507百万円となりました。

　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3,357百万円となり、経常利益は34.0％減の3,537百万円、四半期純利益は36.9％

減の1,823百万円となりました。

　

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3.2％減の693百万ｍ
3
となりました。

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65,559百万円となりました。

セグメント利益（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27.0％減の4,519百万円となりました。

②ＬＰＧ・その他エネルギー

ＬＰＧ販売はほぼ前年同期並みとなり、売上高は前年同期に比べ0.6％増の6,465百万円となる一方

で、原料価格の上昇等により売上原価が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20.3％減の460百万円となりました。

③その他

設備工事売上の増加等により売上高は前年同期に比べ2.5％増の5,964百万円となり、セグメント利

益（営業利益）は98百万円増の92百万円となりました。
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（2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間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、前連結会計年度末に比べ1,819百万円増の115,248百万円となりました。

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、前連結会計年度末に比べ

585百万円減の53,322百万円となりました。

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

2,404百万円増の61,926百万円となり、自己資本比率は47.5％となりました。

　
（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ30百万円減の444百万円となりました。

　

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら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）

営業活動による資金は3,942百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は6,212百万円の収入）とな

りました。これは、減価償却前利益は8,198百万円となりましたが、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によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は3,702百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は5,362百万円の支出）とな

りました。これは、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によるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は270百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は865百万円の支出）となりま

した。これは、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るものであります。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月13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― ―

　(注) 平成25年５月９日開催の取締役会決議により、平成25年７月１日付で単元株式数の変更に伴う
　　 定款の変更を行い、単元株式数は100株となっております。

(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４月１日～
平成25年６月30日

― 76,192,950 ― 6,279 ― 4,098
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(6) 【大株主の状況】

平成25年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 4,687 6.15

東京瓦斯株式会社 東京都港区海岸一丁目５番20号 4,000 5.24

鈴与商事株式会社 静岡県静岡市清水区入船町11番１号 3,491 4.58

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,444 4.52

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 3,203 4.20

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託み
ずほコーポレート銀行口
再信託受託者資産管理サービス信託銀行
株式会社　(注)１

東京都中央区晴海一丁目８番12号 2,820 3.70

株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町一丁目10番地 2,682 3.52

株式会社フジドリームエアラインズ 静岡県静岡市清水区入船町11番１号 2,543 3.33

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 2,336 3.06

ビーエヌピー　パリバ　セック　サービス　
ルクセンブルグ　ジャスデック　アバ
ディーン　グローバル　クライアント　ア
セッツ
（常任代理人　香港上海銀行東京支店　カ
ストディ業務部）

３３　ＲＵＥ　ＤＥ　ＧＡＳＰＥＲＩＣＨ，
　Ｌ－５８２６　ＨＯＷＡＬＤ－ＨＥＳＰ
ＥＲＡＮＧＥ，　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ
（東京都中央区日本橋三丁目11番１号）
 

2,150 2.82

計 ― 31,356 41.15

(注) １　「みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほコーポレート銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株

式会社」の持株数 2,820千株については、委託者である株式会社みずほコーポレート銀行が議決権の指図権を留

保しております。

２　株式会社みずほコーポレート銀行は、平成25年７月１日に株式会社みずほ銀行に商号変更されております。

３　上記のほか、当社所有の自己株式3,053千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.00％）があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成25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 3,053,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 73,104,000 146,208 ―

単元未満株式 普通株式 35,950 ― 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 ― 146,208 ―

　

② 【自己株式等】
平成25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)
静岡瓦斯㈱

静岡県静岡市駿河区八幡
一丁目５番38号

3,053,000 ― 3,053,0004.00

計 ― 3,053,000 ― 3,053,0004.00

　
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２四半期連結会計期間（平成25年４月１

日から平成25年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年６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
(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 ※1
 12,083

※1
 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
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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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【会計方針の変更等】

　
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)

(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。

　

【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)

（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２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

静浜パイプライン㈱ 4,890百万円 5,330百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
　

　
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)

給料 2,405百万円 2,358百万円

減価償却費 3,163百万円 3,030百万円

賞与引当金繰入額 399百万円 396百万円

退職給付費用 337百万円 312百万円

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
　

　
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)

現金及び預金勘定 440百万円 467百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△22百万円 △23百万円

現金及び現金同等物 418百万円 444百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ  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)

(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

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８月８日
取締役会

普通株式 329 4.5平成24年６月30日 平成24年９月３日 利益剰余金

　
Ⅱ　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)

(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

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８月７日
取締役会

普通株式 365 5.0平成25年６月30日 平成25年９月３日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

Ⅰ  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)

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 64,2796,25370,5333,76474,298 ― 74,298

セグメント間の内部売上高
又は振替高

356 172 528 2,056 2,584△2,584 ―

計 64,6366,42671,0625,82176,883△2,584 74,298

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

6,195 577 6,773 △5 6,767△1,529 5,237

　

(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。

３　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。

　

Ⅱ　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)

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 65,1846,28771,4724,03575,507 ― 75,507

セグメント間の内部売上高
又は振替高

374 177 552 1,929 2,481△2,481 ―

計 65,5596,46572,0245,96477,989△2,481 75,507

セグメント利益 4,519 460 4,980 92 5,072△1,714 3,357

　

(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△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。

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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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、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２四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29百万円、「ＬＰＧ・その他エネルギー」セグメントで２百万円、「調整額」で13百万円増

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)

１株当たり四半期純利益 　 39円49銭 24円93銭

(算定上の基礎) 　 　 　

四半期純利益 (百万円) 2,888 1,823

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) 2,888 1,823

普通株式の期中平均株式数 (株) 73,140,772 73,140,078

(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】

平成25年８月７日開催の取締役会において、第166期の中間配当を行うことを決議しました。

中間配当総額 365百万円

１株当たり中間配当額 ５円00銭

支払請求権効力発生日
並びに支払開始日

平成25年９月３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

　
平成25年８月７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２四半期連結会計期間(平
成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25年６
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、四半期連結キャッシュ・フロー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
６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況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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