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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169期

第１四半期
連結累計期間

第170期
第１四半期
連結累計期間

第169期

会計期間
自　平成28年１月１日
至　平成28年３月31日

自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日

自　平成28年１月１日
至　平成28年12月31日

売上高 （百万円） 34,031 33,170 108,554

経常利益 （百万円） 7,040 3,015 10,731

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 4,671 1,838 6,724

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,294 1,811 6,987

純資産額 （百万円） 74,933 78,375 78,110

総資産額 （百万円） 107,538 110,413 110,938

１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 63.34 24.92 91.16

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 63.26 24.88 91.02

自己資本比率 （％） 63.1 64.9 63.6

（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、平成29年１月３日付けで当社の連結子会社として「SHIZUOKA GAS TRADING PTE. LTD.」を設立いたしまし

た。
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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（平成29年１～３月）の売上高は、再出荷によるＬＮＧ販売があったものの、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2.5％減の33,170百万円となりました。

　また、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による影響が前年同期に比べ縮小したことから、

営業利益は前年同期に比べ59.3％減の2,820百万円、経常利益は57.2％減の3,015百万円、親会社株主に帰属する四

半期純利益は60.6％減の1,838百万円となりました。

 

　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、卸供給先の需要が減少したことなどにより前年同期に比べ1.5％減の376百万ｍ3となりました。

　売上高は、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5.9％減の27,409百万円と

なりました。また、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による影響が前年同期と比べ縮小した

ことから、セグメント利益（営業利益）は55.2％減の3,268百万円となりました。

②ＬＰＧ・その他エネルギー

　売上高は、平成28年４月より電力販売を開始したことなどから、前年同期に比べ37.8％増の3,949百万円とな

り、セグメント利益（営業利益）は営業費用が増加したことにより前年同期に比べ8.3％減の227百万円となりまし

た。

　③その他

　売上高は、前年同期並みの3,384百万円となり、セグメント利益（営業利益）は8.2％減の186百万円となりまし

た。

 

(2）財政状態の分析

　当第１四半期末における総資産は、販売量が増えたことによる受取手形及び売掛金の増加はあったものの、支払

のタイミングによる現金及び預金の減少や償却の進捗等により、前連結会計年度末に比べ524百万円減の110,413百

万円となりました。

　負債は、原料代金決済のタイミングによる買掛金の減少や、返済による長期借入金の減少などから、前連結会計

年度末に比べ790百万円減の32,037百万円となりました。

　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265百万円増の78,375百万円となり、自己資本比率は64.9％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１百万円であります。
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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29年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年５月12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】

　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29年１月１日～

平成29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28年12月31日現在で記載しております。

①【発行済株式】

平成28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 　2,422,100
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　73,763,400 737,634 －

単元未満株式 普通株式　　　 7,450 － 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 － 737,634 －

 

②【自己株式等】

平成28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）

静岡ガス㈱

静岡県静岡市駿河区八幡

一丁目５番38号
2,422,100 － 2,422,100 3.17

計 － 2,422,100 － 2,422,100 3.17

 

 

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29年１月１日から平

成29年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29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28年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 11,473 11,024

供給設備 35,737 35,129

業務設備 5,064 5,006

その他の設備 8,038 8,850

建設仮勘定 1,036 454

有形固定資産合計 61,350 60,463

無形固定資産 867 849

投資その他の資産   

投資有価証券 11,787 11,049

長期貸付金 7,203 7,075

繰延税金資産 367 368

その他投資 1,567 1,595

貸倒引当金 △92 △98

投資その他の資産合計 20,833 19,991

固定資産合計 83,052 81,305

流動資産   

現金及び預金 11,446 9,022

受取手形及び売掛金 7,313 10,225

商品及び製品 241 291

原材料及び貯蔵品 5,936 7,011

繰延税金資産 568 572

その他流動資産 2,405 2,012

貸倒引当金 △26 △28

流動資産合計 27,886 29,108

資産合計 110,938 110,413
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

負債の部   

固定負債   

長期借入金 11,432 10,705

繰延税金負債 559 460

退職給付に係る負債 3,948 3,895

その他固定負債 119 112

固定負債合計 16,060 15,173

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 3,356 2,951

買掛金 7,503 6,246

短期借入金 － 2,500

未払金 1,307 1,258

未払法人税等 1,238 775

賞与引当金 482 707

その他流動負債 2,878 2,422

流動負債合計 16,767 16,863

負債合計 32,828 32,037

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,279 6,279

資本剰余金 4,653 4,656

利益剰余金 56,512 57,871

自己株式 △1,230 △1,222

株主資本合計 66,214 67,584

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,488 4,151

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △253 △244

退職給付に係る調整累計額 115 120

その他の包括利益累計額合計 4,349 4,027

新株予約権 79 69

非支配株主持分 7,467 6,695

純資産合計 78,110 78,375

負債純資産合計 110,938 110,413
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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28年１月１日
　至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日)

売上高 34,031 33,170

売上原価 20,627 23,944

売上総利益 13,403 9,226

供給販売費及び一般管理費 6,467 6,406

営業利益 6,936 2,820

営業外収益   

受取利息 36 33

受取配当金 2 2

持分法による投資利益 41 40

為替差益 35 88

雑収入 55 86

営業外収益合計 171 251

営業外費用   

支払利息 67 49

雑支出 0 5

営業外費用合計 67 55

経常利益 7,040 3,015

特別損失   

投資有価証券評価損 53 26

特別損失合計 53 26

税金等調整前四半期純利益 6,986 2,989

法人税等 2,041 855

四半期純利益 4,945 2,133

非支配株主に帰属する四半期純利益 273 294

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,671 1,838
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【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28年１月１日
　至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日)

四半期純利益 4,945 2,133

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,561 △337

繰延ヘッジ損益 △4 1

為替換算調整勘定 － 0

退職給付に係る調整額 4 5

持分法適用会社に対する持分相当額 △88 8

その他の包括利益合計 △1,650 △322

四半期包括利益 3,294 1,811

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,024 1,516

非支配株主に係る四半期包括利益 270 294
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【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（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）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。
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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

（平成28年12月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年３月31日）

静浜パイプライン㈱ 5,750百万円 5,472百万円

 

（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。）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28年１月１日
至　平成28年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日）

減価償却費 2,410百万円 2,240百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28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28年３月23日

定時株主総会
普通株式 442 6.0 平成27年12月31日 平成28年３月24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29年１月１日　至　平成29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29年３月22日

定時株主総会
普通株式 479 6.5 平成28年12月31日 平成29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。
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（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28年１月１日　至　平成28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 28,866 2,804 31,671 2,360 34,031 － 34,031

セグメント間の内部売

上高又は振替高
261 60 322 1,011 1,334 △1,334 －

計 29,128 2,865 31,994 3,372 35,366 △1,334 34,031

セグメント利益 7,294 247 7,542 203 7,746 △810 6,936

（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△810百万円には、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△868百万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１四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29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 26,982 3,867 30,849 2,320 33,170 － 33,170

セグメント間の内部売

上高又は振替高
426 82 509 1,063 1,572 △1,572 －

計 27,409 3,949 31,359 3,384 34,743 △1,572 33,170

セグメント利益 3,268 227 3,495 186 3,682 △862 2,820

（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△862百万円には、セグメント間取引消去59百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△921百万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１四半期連結累計期間
（自　平成28年１月１日
至　平成28年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日）

(１）１株当たり四半期純利益 63円34銭 24円92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） 4,671 1,838

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） 4,671 1,838

普通株式の期中平均株式数 （株） 73,743,091 73,775,184

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 63円26銭 24円88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） 96,347 113,832

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】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

静岡ガス株式会社(E04516)

四半期報告書

14/16



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29年５月10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 鈴　木　　　　努　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 郷　右　近　　隆　也㊞

 

　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

社の平成29年１月１日から平成29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29年１月１日から平成

29年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29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、静岡ガス株式会社及び連結子会社の平成29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　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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