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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６期

第３四半期
連結累計期間

第７期
第３四半期
連結累計期間

第６期

会計期間
自 2019年１月１日
至 2019年９月30日

自 2020年１月１日
至 2020年９月30日

自 2019年１月１日
至 2019年12月31日

売上高 (百万円) 49,576 44,555 65,133

経常利益 (百万円) 3,247 3,594 3,635

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 2,484 2,576 2,737

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,483 2,291 3,068

純資産額 (百万円) 77,936 79,049 78,520

総資産額 (百万円) 93,186 92,858 94,386

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 91.62 96.82 100.94

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 91.03 96.23 100.29

自己資本比率 (％) 80.1 81.5 79.6
 

 

回次
第６期

第３四半期
連結会計期間

第７期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 22.69 19.39
 

(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３四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。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生として、新型コロナウイルス感染症の拡大など

に伴い、業務用や工業用のお客さまの事業活動停止や縮減などにより、ガス販売量が減少する可能性があります。こ

のほかに、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、本項における将来に関する事項につきましては、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ

が判断したものであります。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 
(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間の売上高については、ガス事業の売上高が減少したことなどにより、10.1％減少の

44,555百万円となりました。一方、営業利益については、ヨウ素事業の利益が増加したことなどにより、8.9％増加

の3,335百万円、経常利益については10.7％増加の3,594百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益については

3.7％増加の2,576百万円となりました。

なお、増減の比較については、全て「前年同期」との比較であります。また、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ます。

＜ガス事業＞

輸入エネルギー価格の影響によりガス販売価格が低下したことや、発電用途等でのガス販売量が減少したことな

どにより、売上高については14.0％減少の36,701百万円、営業利益については6.2％減少の3,558百万円となりまし

た。

＜ヨウ素事業＞

好調な市況を背景に、ヨウ素販売価格が上昇したことや、ヨウ素販売量が増加したことなどにより、売上高につ

いては24.7％増加の3,747百万円、営業利益については47.7％増加の1,643百万円となりました。

＜その他＞

建設事業の増加などにより、売上高については5.2％増加の4,106百万円、営業利益については6.3％増加の398百

万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四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。

なお、増減の比較については、全て「前連結会計年度末」との比較であります。

＜資産の部＞

流動資産は受取手形及び売掛金の減少などにより、5.4％減少の33,220百万円となりました。また、固定資産は

関係会社貸付金の増加などにより、0.6％増加の59,637百万円となりました。以上の結果、資産合計は1.6％減少の

92,858百万円となりました。

＜負債の部＞

流動負債は支払手形及び買掛金の減少などにより、19.8％減少の7,375百万円となりました。また、固定負債は

繰延税金負債の減少などにより、3.6％減少の6,432百万円となりました。以上の結果、負債合計は13.0％減少の

13,808百万円となりました。

＜純資産の部＞

純資産合計は利益剰余金の増加などにより、0.7％増加の79,049百万円となりました。

 

(3) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの主な資金需要は、営業活動における運転資金及び投資活動における設備投資資金であります。運

転資金は自己資金により、設備投資資金は自己資金のほか金融機関からの借入により調達しております。また、当

社グループはグループファイナンスを導入しており、グループファイナンスを通じてグループ各社との間で必要な

資金の融通を行っております。

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は197百万円であります。

なお、当第３四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。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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。
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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３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2020年11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 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】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の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) 【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)

2020年９月30日 － 30,336,061 － 8,000 － 2,000
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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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(6) 【議決権の状況】

当第３四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ないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（2020年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2020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 3,787,400
 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 26,487,300
 

264,873 －

単元未満株式 普通株式 61,361
 

－ －

発行済株式総数 30,336,061 － －

総株主の議決権 － 264,873 －
 

（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57株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2020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

3,787,400 － 3,787,400 12.48

計 － 3,787,400 － 3,787,400 12.48
 

 

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」(2007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３四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年

９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2020年１月１日から2020年９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
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 24,087 20,207

  受取手形及び売掛金 6,781 4,690

  有価証券 1,501 5,101

  たな卸資産 1,809 2,327

  その他 942 907

  貸倒引当金 △14 △13

  流動資産合計 35,107 33,220

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 11,567 11,041

   機械装置及び運搬具（純額） 17,895 16,865

   その他（純額） 9,498 10,147

   有形固定資産合計 38,961 38,054

  無形固定資産 1,876 1,756

  投資その他の資産   

   投資有価証券 13,076 11,846

   その他 5,414 8,027

   貸倒引当金 △50 △47

   投資その他の資産合計 18,440 19,826

  固定資産合計 59,278 59,637

 資産合計 94,386 92,858

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 4,372 2,873

  引当金 54 92

  その他 4,768 4,409

  流動負債合計 9,195 7,375

 固定負債   

  退職給付に係る負債 5,050 4,967

  引当金 209 235

  その他 1,410 1,229

  固定負債合計 6,670 6,432

 負債合計 15,865 13,808
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,000 8,000

  資本剰余金 14,311 14,336

  利益剰余金 54,318 56,143

  自己株式 △1,673 △2,681

  株主資本合計 74,956 75,799

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 572 152

  退職給付に係る調整累計額 △356 △306

  その他の包括利益累計額合計 215 △154

 新株予約権 212 208

 非支配株主持分 3,135 3,196

 純資産合計 78,520 79,049

負債純資産合計 94,386 92,858
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 49,576 44,555

売上原価 39,572 34,166

売上総利益 10,004 10,388

販売費及び一般管理費 6,940 7,053

営業利益 3,063 3,335

営業外収益   

 受取利息 30 93

 受取配当金 75 69

 受取賃貸料 95 91

 その他 54 87

 営業外収益合計 256 342

営業外費用   

 賃貸費用 18 19

 寄付金 36 36

 その他 17 27

 営業外費用合計 71 83

経常利益 3,247 3,594

特別利益   

 固定資産売却益 － 557

 その他 1,364 21

 特別利益合計 1,364 578

特別損失   

 固定資産除却損 183 64

 投資有価証券評価損 11 55

 その他 691 34

 特別損失合計 886 154

税金等調整前四半期純利益 3,725 4,019

法人税等 1,161 1,304

四半期純利益 2,564 2,715

非支配株主に帰属する四半期純利益 79 138

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,484 2,576
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 2,564 2,715

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △131 △473

 退職給付に係る調整額 51 49

 その他の包括利益合計 △80 △423

四半期包括利益 2,483 2,291

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,440 2,206

 非支配株主に係る四半期包括利益 43 85
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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３四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。

 
 

(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間(自　2019年１月１日　至　2019年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　2020年１

月１日　至　2020年９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。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四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３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日
　至　2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

減価償却費 3,425百万円 3,696百万円

のれんの償却額 42百万円 42百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９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

2019年３月28日
定時株主総会

普通株式 379 14円00銭 2018年12月31日 2019年３月29日 利益剰余金

2019年８月８日
取締役会

普通株式 379 14円00銭 2019年６月30日 2019年９月３日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第３四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３四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。　

　

当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９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

2020年３月27日
定時株主総会

普通株式 379 14円00銭 2019年12月31日 2020年３月30日 利益剰余金

2020年８月12日
取締役会

普通株式 371 14円00銭 2020年６月30日 2020年９月１日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第３四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３四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】

　 前第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９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

42,670 3,004 45,674 3,901 49,576 － 49,576

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

120 142 262 79 342 △342 －

計 42,791 3,146 45,937 3,981 49,918 △342 49,576

セグメント利益 3,795 1,112 4,908 374 5,283 △2,219 3,063
 

(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△2,219百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,337百万円が

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）

　各報告セグメントに配分していない全社資産において、当社の連結子会社である関東天然瓦斯開発㈱が保有す

る社宅の一部を廃止することを決定したことに伴い、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、691百万円

の減損損失を特別損失として計上しております。

 

　 当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９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

36,701 3,747 40,449 4,106 44,555 － 44,555

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

121 142 264 117 382 △382 －

計 36,823 3,889 40,713 4,224 44,937 △382 44,555

セグメント利益 3,558 1,643 5,202 398 5,600 △2,265 3,335
 

(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△2,265百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,417百万円が

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）

　「その他」セグメントにおいて、建設事業用資産の減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては20百万円であります。

(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並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以
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下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益 91円62銭 96円82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) 2,484 2,576

   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)
2,484 2,576

    普通株式の期中平均株式数(株) 27,121,268 26,612,554

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 91円03銭 96円23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)）

174,511

（174,511）

163,523

（163,523）

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

－ －

 

 

 
２ 【その他】

2020年８月12日開催の取締役会において、2020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　　 　　　　　　　　　　　　　　 371百万円

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　　　2020年９月１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
 

2020年11月11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2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2020年７月１日

から2020年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2020年１月１日から2020年９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2020年９月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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いません。
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