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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 62,480 △6.3 5,500 97.3 6,487 123.9 4,330 423.0

2020年12月期第２四半期 66,645 △14.5 2,788 △60.3 2,897 △60.9 828 △83.1

（注）包括利益 2021年12月期第２四半期 5,858百万円（－％） 2020年12月期第２四半期 △658百万円（－％）

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

2021年12月期第２四半期 58.46 58.36

2020年12月期第２四半期 11.18 11.16

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年12月期第２四半期 113,848 92,399 76.3 1,171.51

2020年12月期 118,177 87,673 69.4 1,108.38

（参考）自己資本 2021年12月期第２四半期 86,812百万円 2020年12月期 82,073百万円

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

2020年12月期 － 8.50 － 8.50 17.00

2021年12月期 － 9.00

2021年12月期（予想） － 9.00 18.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 132,670 9.4 4,400 △35.6 5,840 △21.0 3,600 △2.9 48.59

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30日）

（２）連結財政状態

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

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期２Ｑ 76,192,950株 2020年12月期 76,192,950株

②  期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 2,090,699株 2020年12月期 2,145,148株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 74,073,290株 2020年12月期２Ｑ 74,028,082株

※  注記事項

（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】８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注

記事項（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、2021年５月12日公表の決算短信に記載した2021年12月期（2021年１月１日～

2021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】２ページ

「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

２．当社は、2021年８月６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。



売上高 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 ％ 円 銭

通期 109,650 10.2 2,100 △61.3 1,980 △46.1 26.72

（参考）個別業績予想

2021年12月期の個別業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

（注）１．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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原油価格

（全日本CIF）

前回想定 70ドル/bbl（５月以降）

今回想定 75ドル/bbl（８月以降）

為替レート
前回想定 110円/ドル（５月以降）

今回想定 110円/ドル（８月以降）

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　ガス販売量は増加したものの、原料費調整制度によるガス販売単価の下方調整により、売上高は前年同期に比べ

6.3％減の624億円となりました。一方、原料価格の下落等を受けて原材料費が減少したことや前年同期に配船調整

引当金を計上したこと等により、営業利益は前年同期に比べ97.3％増の55億円、経常利益は123.9％増の64億円、

親会社株主に帰属する四半期純利益は423.0％増の43億円となりました。

　（２）財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、原料代金支払のタイミングにより現金及び預金が減少したこと

から、前連結会計年度末に比べ43億円減の1,138億円となりました。

　負債は、原料代金支払のタイミングにより買掛金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ90億円減の

214億円となりました。

　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り利益剰余金が増加したこと等から、前連結会計年度

末に比べ47億円増の923億円となり、自己資本比率は76.3％となりました。

　　　②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

97億円減の218億円となりました。

　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、26億円の支出（前第２四半期連結累計期間は71億円の収入）となりました。これは、税

金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上等に対して、仕入債務の減少等による支出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51億円の支出（前第２四半期連結累計期間は40億円の支出）となりました。これは、固定

資産の取得等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19億円の支出（前第２四半期連結累計期間は30億円の支出）となりました。これは、長期

借入金の返済や配当金の支払等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、また第３四半期以降の原料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。

　その結果、売上高は1,326億円、営業利益は44億円、経常利益は58億円、親会社株主に帰属する当期純利益は36

億円と、前回業績予想を下回る見通しです。

（参考）原油価格・為替レートの想定
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 5,892 5,279

供給設備 34,213 33,713

業務設備 5,135 6,119

その他の設備 7,481 7,494

建設仮勘定 2,096 1,752

有形固定資産合計 54,819 54,359

無形固定資産 935 1,000

投資その他の資産

投資有価証券 8,218 10,006

長期貸付金 4,463 4,101

繰延税金資産 987 694

その他投資 1,810 1,931

貸倒引当金 △73 △72

投資その他の資産合計 15,406 16,661

固定資産合計 71,160 72,022

流動資産

現金及び預金 31,732 22,000

受取手形及び売掛金 8,492 9,830

商品及び製品 307 307

原材料及び貯蔵品 4,863 7,314

その他流動資産 1,646 2,407

貸倒引当金 △25 △34

流動資産合計 47,016 41,826

資産合計 118,177 113,848

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

固定負債

長期借入金 4,373 3,779

繰延税金負債 172 222

退職給付に係る負債 3,045 2,961

その他固定負債 99 99

固定負債合計 7,691 7,062

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 1,712 1,519

買掛金 9,571 6,368

未払金 3,140 2,086

未払法人税等 2,089 1,951

賞与引当金 423 420

配船調整引当金 2,900 －

その他流動負債 2,976 2,040

流動負債合計 22,812 14,386

負債合計 30,503 21,449

純資産の部

株主資本

資本金 6,279 6,279

資本剰余金 4,948 4,971

利益剰余金 69,583 73,284

自己株式 △1,090 △1,062

株主資本合計 79,721 83,472

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,341 2,877

繰延ヘッジ損益 △218 262

為替換算調整勘定 △104 △104

退職給付に係る調整累計額 333 304

その他の包括利益累計額合計 2,352 3,339

新株予約権 108 91

非支配株主持分 5,491 5,495

純資産合計 87,673 92,399

負債純資産合計 118,177 113,848
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 66,645 62,480

売上原価 50,257 43,439

売上総利益 16,388 19,041

供給販売費及び一般管理費 13,600 13,540

営業利益 2,788 5,500

営業外収益

受取利息 51 42

受取配当金 112 542

持分法による投資利益 － 275

雑収入 176 198

営業外収益合計 339 1,058

営業外費用

支払利息 48 37

為替差損 103 22

持分法による投資損失 68 －

雑支出 10 12

営業外費用合計 230 72

経常利益 2,897 6,487

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 2,927 6,487

法人税等 1,653 1,623

四半期純利益 1,273 4,863

非支配株主に帰属する四半期純利益 445 533

親会社株主に帰属する四半期純利益 828 4,330

（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）
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 1,273 4,863

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △990 543

繰延ヘッジ損益 △857 480

為替換算調整勘定 △3 4

退職給付に係る調整額 △17 △29

持分法適用会社に対する持分相当額 △62 △4

その他の包括利益合計 △1,932 994

四半期包括利益 △658 5,858

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,092 5,317

非支配株主に係る四半期包括利益 434 541

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021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 2,927 6,487

減価償却費 4,126 4,107

有形固定資産除却損 131 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △150 △125

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 △2

受取利息及び受取配当金 △163 △584

支払利息 48 37

持分法による投資損益（△は益） 68 △275

投資有価証券売却損益（△は益） △30 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,028 △1,287

たな卸資産の増減額（△は増加） 263 △2,450

配船調整引当金の増減額（△は減少） 2,960 △2,900

仕入債務の増減額（△は減少） △2,146 △3,273

未払又は未収消費税等の増減額 △68 △497

その他 △179 △556

小計 8,820 △1,301

利息及び配当金の受取額 163 584

利息の支払額 △69 △54

法人税等の支払額 △1,748 △1,889

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,165 △2,661

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 △80 △51

定期預金の払戻による収入 57 55

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,260 △4,231

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 2

投資有価証券の取得による支出 △2 △803

投資有価証券の売却による収入 35 0

貸付金の回収による収入 327 361

その他 △133 △437

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,055 △5,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △1,357 △923

配当金の支払額 △592 △629

非支配株主への配当金の支払額 △1,067 △537

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△34 △0

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,052 △1,990

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164 27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106 △9,729

現金及び現金同等物の期首残高 24,386 31,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,279 21,885

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　　該当事項はありません。

（追加情報）

　（配船調整引当金について）

前連結会計年度において、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に、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見込額2,900

百万円を配船調整引当金として計上いたしました。第１四半期連結会計期間において、当該対応にかかる支払額が

確定したことから、その支払を行いました。

なお、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し、将来の仕入を減額することが

出来ますが、当第２四半期連結会計期間末における需要想定とLNG調達契約の状況から、その引取時期は現時点に

おいて未確定であります。

（新型コロナウイルス感染症の会計上の見積りへの影響に関する説明）

新型コロナウイルス感染症の影響については、不確実性が高いものの、当社グループの需要が当連結会計年度の

後半に向けて徐々に回復するとの仮定をおき、会計上の見積もりを行っております。当第２四半期連結累計期間に

おいては、当該感染症の当社グループの四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響にかかる仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書における

「重要な引当金の計上基準」（追加情報）に記載した内容から重要な変更を行っておりませんが、当該仮定は不確

実性が高く、今後、その状況や影響に変化が生じた場合、四半期連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。

（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。

（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。
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（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 53,298 8,735 62,034 4,611 66,645 － 66,645

セグメント間の内部

売上高又は振替高
614 169 784 2,084 2,868 △2,868 －

計 53,913 8,905 62,818 6,696 69,514 △2,868 66,645

セグメント利益 3,546 607 4,154 228 4,383 △1,595 2,788

（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 47,211 10,313 57,525 4,954 62,480 － 62,480

セグメント間の内部

売上高又は振替高
971 157 1,128 2,341 3,470 △3,470 －

計 48,182 10,471 58,654 7,296 65,950 △3,470 62,480

セグメント利益 5,636 927 6,564 477 7,041 △1,540 5,500

（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　2020年１月１日　至　2020年６月30日）

（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△1,595百万円には、セグメント間取引消去134百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,729百万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。

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

　　当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30日）

（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△1,540百万円には、セグメント間取引消去139百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,680百万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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前第２四半期

（2020/1

～2020/6）

当第２四半期

（2021/1

～2021/6）

増減 増減率（％）

お客さま数 戸 320,721 320,504 △217 △0.1

ガ

ス

販

売

量

家庭用 百万㎥ 51 51 △0 △0.0

商業用 〃 14 15 1 5.5

 医療用・公用 〃 15 16 1 6.4

工業用 〃 375 396 21 5.6

卸供給 〃 284 321 37 12.9

合計 〃 739 799 59 8.0

大口販売量 〃 371 391 20 5.5

３．参考情報

　ガス販売量（個別）

（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１㎥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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