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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３期

第２四半期
連結累計期間

第４期
第２四半期
連結累計期間

第３期

会計期間
自 平成28年１月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30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) 30,793 31,087 56,450

経常利益 (百万円) 2,989 2,515 3,629

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,932 1,769 2,401

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,063 1,887 1,840

純資産額 (百万円) 72,453 74,374 72,846

総資産額 (百万円) 87,523 90,422 89,622

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 70.55 64.63 87.71

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 70.14 64.21 87.18

自己資本比率 (％) 78.6 78.1 77.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,564 4,616 5,806

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,101 △11,871 △5,729

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △187 △160 △848

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 15,430 15,967 23,382
 

 

回次
第３期

第２四半期
連結会計期間

第４期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 22.86 22.04
 

(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、消費税等は含まれておりません。

 

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）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの名称を変更しており、従来の「ヨード・かん水事業」を「ヨ

ウ素事業」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

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) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響が懸念され

たものの、企業収益や雇用・所得環境の改善に支えられ、緩やかな回復基調で推移しました。

こうしたなか、当第２四半期連結累計期間の売上高については、主にガス事業の売上高が増加したことにより、

前年同期に比べ1.0％増加の310億87百万円となりましたが、ガス仕入費用の増加やヨウ素販売価格の低下などによ

り、営業利益については前年同期に比べ17.2％減少の23億１百万円、経常利益については15.9％減少の25億15百万

円、親会社株主に帰属する四半期純利益については8.4％減少の17億69百万円となりました。

なお、当社グループの業績は、ガス事業の比重が高いことから、その性質上、気温などの影響により著しい季節

的変動があります。

セグメントごとの業績は次のとおりであり、増減の比較については、全て「前年同期」との比較となっておりま

す。なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの名称を変更しており、従来の「ヨード・かん水事業」を

「ヨウ素事業」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありませ

ん。

＜ガス事業＞

発電用途でのガス販売量が増加したことなどにより、売上高については2.2％増加の283億41百万円となりました

が、ガス仕入費用や新規開発による減価償却費の増加などにより、営業利益については8.6％減少の30億70百万円と

なりました。

＜ヨウ素事業＞

国際的な価格低下の影響を受けヨウ素販売価格が低下したことなどにより、売上高については14.7％減少の16億

15百万円、営業利益については27.0％減少の５億15百万円となりました。

＜その他＞

器具販売事業の売上高が減少したものの、利益率が向上したことなどにより、売上高については2.3％減少の11億

30百万円、営業利益については43.0％増加の90百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。

＜資産の部＞

流動資産は、現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ3.7％減少の347億56百万円となりまし

た。また、固定資産は、設備投資による機械装置及び運搬具の増加などにより、前連結会計年度末に比べ4.0％増加

の556億65百万円となりました。以上の結果、資産合計は、前連結会計年度末並の904億22百万円となりました。

＜負債の部＞

流動負債は、設備投資に係る未払金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ9.5％減少の85億18百万円となり

ました。また、固定負債は、設備投資資金の調達による長期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ

2.2％増加の75億29百万円となりました。以上の結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ4.3％減少の160億48百

万円となりました。

＜純資産の部＞

純資産合計は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ2.1％増加の743億74百万円となりまし

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のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

＜現金及び現金同等物の四半期末残高＞

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べ31.7％減少の159億67百万円

となりました。

＜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や減価償却費などにより、46億16百万円の収入（前第２四半期連結累計期間に比べ

1.1％増加）となりました。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

有形固定資産や有価証券及び投資有価証券の取得などにより、118億71百万円の支出（前第２四半期連結累計期間

に比べ9.4％減少）となりました。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

配当金の支払いなどにより、１億60百万円の支出（前第２四半期連結累計期間に比べ14.1％減少）となりまし

た。

 

(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１億円であります。

なお、当第２四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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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 120,000,000

計 120,000,000
 

 

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29年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年８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 30,336,061 30,336,061
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
100株であります。

計 30,336,061 30,336,061 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

Ｋ＆Ｏエナジーグループ㈱第14回新株予約権

決議年月日 平成29年３月29日

新株予約権の数 147個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 14,700株（注）２

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
平成29年４月29日から
平成49年４月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

１株当たり　発行価格　1,629円
１株当たり　資本組入額　814.5円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決
議による承認を要するものとしております。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
 

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

　　２　新株予約権発行後に、当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割当てを含みます。以下同じ。）又は株式

併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権に

ついて、次の算式により新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」と言います。）

の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率
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　　　　　また、新株予約権発行後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に

準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとしま

す。

　　３ 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとしております。

①各新株予約権の一部行使はできないものとします。

②新株予約権者は、当社又は当社の子会社のいずれの取締役及び執行役員の地位も喪失した日の翌日から新

株予約権を行使できるものとします。

③前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日の30日前の日より、他の行使条件に従い、新株予約

権を行使できるものとします。

④新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者又は一親等の親族

の１名（以下「相続承継人」と言います。）のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件の

もと、新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができます。ただし、刑法犯のうち、重大

な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとします。

(ⅰ) 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできないものとします。

(ⅱ）相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了

しなければならないものとします。

(ⅲ）相続承継人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して

新株予約権の行使ができるものとします。

⑤その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところ

によります。

　　４ 組織再編成に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め

た場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとしてお

ります。

①合併(当社が消滅する場合に限ります。)

　合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

②吸収分割

　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③新設分割

　新設分割により設立する株式会社

④株式交換

　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

　株式移転により設立する株式会社

　なお、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合

は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。

　

(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６月30日 ― 30,336,061 ― 8,000 ― 2,000
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(6) 【大株主の状況】

平成29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(％)

㈱合同資源 東京都中央区京橋２－12－６ 4,843 15.96

エア・ウォーター㈱ 北海道札幌市中央区北三条西１－２ 4,575 15.08

京葉瓦斯㈱ 千葉県市川市市川南２－８－８ 3,690 12.16

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB
U.K.
(東京都港区六本木６－10－１）

890 2.93

三井住友信託銀行㈱
(常任代理人　
　日本トラスティ・サービス信託銀行㈱)

東京都千代田区丸の内１－４－１
(東京都中央区晴海１－８－11）

723 2.38

㈱千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１－２ 709 2.33

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) 東京都中央区晴海１－８－11 659 2.17

石油資源開発㈱ 東京都千代田区丸の内１－７－12 610 2.01

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND
(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)
(常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON, MA
02210 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内２－７－１)

570 1.88

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 東京都港区浜松町２－11－３ 529 1.74

計 ― 17,801 58.68
 

(注) 上記のほか、当社所有の自己株式2,949千株(9.72％)があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成29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　2,949,900
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 27,317,800 273,178 ―

単元未満株式 普通株式    68,361 ― ―

発行済株式総数 30,336,061 ― ―

総株主の議決権 ― 273,178 ―
 

（注）１　「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、それぞ

れ2,400株（議決権24個）及び68株含まれております。

 ２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式72株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成29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)
Ｋ＆Ｏエナジーグループ㈱

千葉県茂原市茂原661
番地

2,949,900 ― 2,949,900 9.72

計 ― 2,949,900 ― 2,949,900 9.72
 

 

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)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29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29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 あずさ監査法人による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２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 24,402 17,187

  受取手形及び売掛金 5,835 5,117

  有価証券 3,490 10,001

  たな卸資産 ※  922 ※  944

  その他 1,446 1,509

  貸倒引当金 △3 △3

  流動資産合計 36,094 34,756

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械装置及び運搬具（純額） 12,876 16,397

   その他（純額） 24,047 22,814

   有形固定資産合計 36,924 39,211

  無形固定資産 1,259 1,169

  投資その他の資産   

   投資有価証券 13,342 13,280

   その他 2,049 2,053

   貸倒引当金 △47 △48

   投資その他の資産合計 15,344 15,284

  固定資産合計 53,527 55,665

 資産合計 89,622 90,422

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,626 3,206

  引当金 27 24

  その他 5,757 5,287

  流動負債合計 9,411 8,518

 固定負債   

  長期借入金 837 1,030

  退職給付に係る負債 5,081 4,995

  引当金 207 241

  その他 1,238 1,262

  固定負債合計 7,365 7,529

 負債合計 16,776 16,048
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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２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,000 8,000

  資本剰余金 13,922 13,922

  利益剰余金 48,020 49,406

  自己株式 △1,132 △1,133

  株主資本合計 68,809 70,195

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 946 1,008

  退職給付に係る調整累計額 △625 △587

  その他の包括利益累計額合計 321 421

 新株予約権 189 213

 非支配株主持分 3,525 3,543

 純資産合計 72,846 74,374

負債純資産合計 89,622 90,422
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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28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 30,793 31,087

売上原価 23,557 24,273

売上総利益 7,235 6,813

販売費及び一般管理費 ※1  4,457 ※1  4,511

営業利益 2,778 2,301

営業外収益   

 受取配当金 59 117

 受取賃貸料 72 70

 その他 123 88

 営業外収益合計 255 276

営業外費用   

 支払利息 18 13

 賃貸費用 12 12

 寄付金 5 33

 その他 8 3

 営業外費用合計 44 62

経常利益 2,989 2,515

特別利益   

 受取損害賠償金 ― 24

 その他 27 0

 特別利益合計 27 25

特別損失   

 固定資産除却損 82 37

 その他 3 1

 特別損失合計 86 38

税金等調整前四半期純利益 2,930 2,501

法人税等 955 717

四半期純利益 1,975 1,784

非支配株主に帰属する四半期純利益 43 14

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,932 1,769
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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28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 1,975 1,784

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △940 65

 退職給付に係る調整額 28 38

 その他の包括利益合計 △911 103

四半期包括利益 1,063 1,887

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,147 1,870

 非支配株主に係る四半期包括利益 △83 17
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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28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29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 2,930 2,501

 減価償却費 1,987 2,120

 受取利息及び受取配当金 △135 △164

 支払利息 18 13

 売上債権の増減額（△は増加） 2,575 704

 たな卸資産の増減額（△は増加） △127 △22

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,813 △420

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 56 △86

 その他の引当金の増減額（△は減少） 30 32

 固定資産除却損 26 25

 その他 △322 △99

 小計 5,226 4,604

 利息及び配当金の受取額 151 185

 利息の支払額 △18 △13

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △794 △159

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,564 4,616

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △3,342 △5,231

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △19,841 △19,311

 
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

9,702 12,933

 長期預金の預入による支出 △300 ―

 長期預金の払戻による収入 700 ―

 その他 △20 △261

 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,101 △11,871

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 505 505

 長期借入金の返済による支出 △276 △282

 配当金の支払額 △383 △382

 非支配株主への配当金の支払額 △31 ―

 その他 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △187 △160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,724 △7,415

現金及び現金同等物の期首残高 24,155 23,382

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  15,430 ※  15,967
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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。
 

 

(追加情報)

　「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）を第１四半

期連結会計期間から適用しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※　たな卸資産の内訳は以下のとおりであります。

　

 
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

商品及び製品 392百万円 414百万円

仕掛品 115　〃 107　〃

原材料及び貯蔵品 415　〃 423　〃
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 前第２四半期連結累計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年６月30日)

販売費及び一般管理費については、大多喜ガス㈱のガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号)に準拠する

一般管理費を含めて計上しております。

供給販売費と販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。

 

 
供給販売費
（百万円）

販売費及び
一般管理費
（百万円）

給料手当 802 490
 

 

　　 当第２四半期連結累計期間(自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30日)

販売費及び一般管理費については、大多喜ガス㈱のガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号)に準拠する

一般管理費を含めて計上しております。

供給販売費と販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。

 

 
供給販売費
（百万円）

販売費及び
一般管理費
（百万円）

給料手当 795 515
 

 

２ 前第２四半期連結累計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　

平成29年１月１日　至　平成29年６月30日)

ガス事業が売上高の大半を占めているため、事業の性質上、業績に著しい季節的変動があります。
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(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28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

現金及び預金 14,369百万円 17,187百万円

有価証券 14,720　〃 10,001　〃

　計 29,090　〃 27,188　〃

預入期間が３か月超の定期預金 △720　〃 △1,220　〃

ＭＭＦ等を除く有価証券 △12,939　〃 △10,001　〃

現金及び現金同等物 15,430　〃 15,967　〃
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28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

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年３月30日
定時株主総会

普通株式 383 14円00銭 平成27年12月31日 平成28年３月31日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四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

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年８月10日
取締役会

普通株式 383 14円00銭 平成28年６月30日 平成28年９月２日 利益剰余金
 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29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

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年３月29日
定時株主総会

普通株式 383  14円00銭 平成28年12月31日 平成29年３月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四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

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年８月10日
取締役会

普通株式 383  14円00銭 平成29年６月30日 平成29年９月５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】

 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28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

ガス事業 ヨウ素事業 計

売上高        

外部顧客への
売上高

27,744 1,892 29,637 1,156 30,793 ― 30,793

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

49 ― 49 41 91 △91 ―

計 27,793 1,892 29,686 1,198 30,885 △91 30,793

セグメント利益 3,360 705 4,065 63 4,129 △1,350 2,778
 

(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、建設事業及び器具販売事業等を含

んでおります。

２．セグメント利益の調整額△1,350百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,482百万円が

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. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 
 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29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）２

合計
調整額
（注）３

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）４

ガス事業
ヨウ素事業
（注）１

計

売上高        

外部顧客への
売上高

28,341 1,615 29,956 1,130 31,087 ― 31,087

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

37 ― 37 5 43 △43 ―

計 28,378 1,615 29,993 1,136 31,130 △43 31,087

セグメント利益 3,070 515 3,585 90 3,676 △1,374 2,301
 

(注) １．第１四半期連結会計期間より報告セグメントの名称を変更しており、従来の「ヨード・かん水事業」を「ヨ

ウ素事業」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありませ

ん。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの名称で記載して

おります。

　　 ２．「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、建設事業及び器具販売事業等を含

んでおります。

３．セグメント利益の調整額△1,374百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,507百万円が

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。

４．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. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

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28年１月１日
至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 70円55銭  64円63銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 1,932 1,769

   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
四半期純利益金額(百万円)

1,932 1,769

    普通株式の期中平均株式数(株) 27,386,603 27,386,191

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 70円14銭  64円21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)

     (うち新株予約権(株)）

159,579

（159,579）

177,103

（177,103）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額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

― ―
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２ 【その他】

平成29年８月10日開催の取締役会において、平成29年６月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、以下の

とおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額　                              　383百万円

②１株当たり配当額　                           　14円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成29年９月５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29年８月10日

Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   福　田 　　厚　　　   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   小　出 　健　治  　　 印

 

 

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Ｋ＆Ｏエナジー

グループ株式会社の平成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２四半期連結会計期間(平成29年４

月１日から平成29年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29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、Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社及び連結子会社の平成29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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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