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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第2四半期 20,114 ― 1,954 ― 1,925 ― 1,173 ―

20年12月期第2四半期 19,166 5.2 1,867 △10.0 1,966 △18.2 1,312 △22.9

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

21年12月期第2四半期 26.81 ―

20年12月期第2四半期 29.95 ―

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

21年12月期第2四半期 52,568 17,291 32.7 393.53
20年12月期 53,211 16,354 30.6 371.75

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  17,212百万円 20年12月期  16,272百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

21年12月期末配当（予想）４円50銭には、創立100周年記念配当１円00銭を含んでおります。 
詳細については、本日発表の「記念配当の実施に伴う配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00

21年12月期 ― 3.50

21年12月期 
（予想）

― 4.50 8.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 36,400 △0.6 1,100 59.7 1,000 81.1 600 48.3 13.71
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表」４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表」４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（業績予想に関する記述等についてのご注意） 
１．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、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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しています。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 44,659,752株 20年12月期  44,659,752株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  920,685株 20年12月期  885,407株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 43,756,201株 20年12月期第2四半期 43,812,269株
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 当第２四半期連結累計期間のガス販売量は、景気後退に伴う業務用ガス販売量の減少により、前年同期比10.3％減

の１億2,050万４千㎥となりました。ガス売上高は、原料費調整制度に基づく販売単価の調整により、同8.7％増の

168億６千６百万円となりました。このガス売上高の増加等により、連結売上高は同4.9％増の201億１千４百万円と

なりました。 

 利益につきましては、天然ガス調達コストの減少や経営効率化による費用の抑制等により、営業利益は前年同期比

4.7％増の19億５千４百万円となりました。経常利益は景気後退の影響を受けて持分法による投資利益が減少したこ

とにより、前年同期比2.0％減の19億２千５百万円、四半期純利益は同10.6％減の11億７千３百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（ガス事業） 

 お客さま戸数につきましては、当第２四半期連結累計期間中1,081戸増加して、当第２四半期連結会計期間末での

お客さま戸数は226,655戸となりました。ガス販売量は、家庭用につきましては年初の気温が高めに推移したことか

ら、前年同期比3.4％の減少となりました。業務用につきましては、景気悪化に伴う製造業の生産調整の影響を受け

て工業用の販売量が減少し、同13.6％の減少となりました。 

 この結果、ガス販売量全体としましては、前年同期比10.3％減の１億2,050万４千㎥となりましたが、原料費調整

制度に基づく販売単価の調整によりガス売上高は同8.7％増の168億６千６百万円となりました。 

 営業利益は天然ガス調達コストの減少や経営効率化による費用の抑制等により、前年同期比6.5％増の29億８千２

百万円となりました。 

（器具及び工事事業） 

 当事業の売上高は前年同期比10.5％減の20億円となり、営業損失は６百万円となりました。  

（不動産事業） 

 当事業の売上高は前年同期比13.3％減の８億９百万円となり、営業損失は６百万円となりました。 

（その他の事業） 

 当事業の売上高は前年同期比5.6％減の６億２千２百万円となり、営業利益は同52.5％減の17百万円となりまし

た。 

  

 なお、上記における「前年同期比」につきましては、参考として記載しております。  

     

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ６億４千３百万円減少しました。

これは主に、減価償却の進行により有形固定資産が８億５千２百万円減少、受取手形及び売掛金が４億９千３百万

円減少したことに対し、無形固定資産が４億１千４百万円増加したことによるものであります。  

（負債） 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ15億８千万円減少しました。これは主に、未払法人税等が６億７千９百

万円増加したことに対し、短期借入金が16億円減少、賞与引当金が１億８千７百万円減少したことによるものであ

ります。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ９億３千７百万円増加し172億９千１百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が配当の実施により１億５千５百万円減少し、四半期純利益により11億７千３百万円増加したこと、その

他有価証券評価差額金が６千８百万円減少したことによるものであります。 

   

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会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

３百万円増加し、17億５千６百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は、35億６千１百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益18億

６千万円と減価償却費23億１千５百万円等の増加要因と、仕入債務の減少額７億１百万円等の減少要因によるもの

であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は、19億７千５百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

12億１千５百万円や無形固定資産の取得による支出４億２千７百万円、投資有価証券の取得による支出３億３千３

百万円によるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は、15億８千２百万円となりました。これは主に、長期借入による収入36億１千万

円の増加要因と、長期借入金の返済による支出33億８千７百万円と短期借入金の減少額16億円等の減少要因による

ものであります。    

  

 通期の連結業績予想につきましては、景気後退の影響を受けて連結子会社の利益と持分法による投資利益の減少が

見込まれることから、営業利益1,100万円（前回予想1,150万円）、経常利益1,000百万円（前回予想1,200百万円）、

当期純利益600百万円（前回予想800百万円）に修正することといたしました。通期の個別業績予想につきましては、

平成21年２月12日の決算短信で発表しました業績予想に対し、特に変更はありません。 

 なお、平成21年２月12日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

  

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  

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。  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関 

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表 

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月 

５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響およびセグメント情報に与える影響は軽微であります。  

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

 なお、この変更による損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は、軽微であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  
売上高 

（百万円）  
営業利益
（百万円）  

経常利益
（百万円）  

当期純利益 
（百万円）  

１株当たり
当期純利益 
（円）  

前回発表予想（Ａ）  36,400  1,150  1,200  800  18.28

今回修正予想（Ｂ）  36,400  1,100  1,000  600  13.71

増減額（Ｂ－Ａ） －  △50  △200  △200 － 

増減率（％） －  △4.3  △16.7  △25.0 － 

前期実績  36,620  688  552  404  9.23

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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④重要な引当金の計上基準の変更 

ポイント引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、販売促進を目的として、クレジットカード会員に提供しているポイント制度に

おいて、クレジットカードの利用等によりポイントを付与し、一定のポイントに到達した時点で商品券に交換し

ております。 

 従来、商品券に交換した時点で営業外費用として処理しておりましたが、ポイントの未使用残高の重要性が増

したこと及び過去のポイントの使用状況より将来の使用見込額を合理的に見積もることが可能になったことか

ら、第１四半期連結会計期間よりポイント引当金を計上することに変更いたしました。 

 この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間に付与したポイントに対応する金額8,000千円は営業外費用に、前

連結会計年度以前に付与したポイントに対応する金額49,800千円は特別損失に計上しており、従来の方法によっ

た場合と比較して、経常利益は8,000千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は57,800千円減少しておりま

す。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 1,280,367 1,366,537

供給設備 25,289,520 26,294,557

業務設備 3,492,581 3,491,771

その他の設備 5,044,265 4,969,836

建設仮勘定 695,043 531,212

有形固定資産合計 35,801,778 36,653,915

無形固定資産   

無形固定資産合計 970,943 556,900

投資その他の資産   

投資有価証券 9,388,753 9,200,386

繰延税金資産 401,840 365,742

その他投資 276,247 279,941

貸倒引当金 △39,142 △44,542

投資その他の資産合計 10,027,698 9,801,528

固定資産合計 46,800,421 47,012,343

流動資産   

現金及び預金 1,764,222 1,759,301

受取手形及び売掛金 2,571,190 3,065,089

商品及び製品 77,188 116,482

仕掛品 792,059 653,335

原材料及び貯蔵品 174,565 189,377

繰延税金資産 217,428 222,668

その他流動資産 184,308 206,070

貸倒引当金 △13,278 △13,345

流動資産合計 5,767,684 6,198,978

資産合計 52,568,105 53,211,321
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 17,270,900 15,857,715

繰延税金負債 34,218 34,949

退職給付引当金 1,613,544 1,560,362

役員退職慰労引当金 426,040 409,490

ガスホルダー修繕引当金 153,245 139,382

負ののれん － 5,992

その他固定負債 435,903 265,732

固定負債合計 19,933,852 18,273,623

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 4,878,809 5,990,440

支払手形及び買掛金 2,210,215 2,912,114

短期借入金 5,222,000 6,822,000

未払法人税等 798,988 119,178

繰延税金負債 244 245

賞与引当金 223,802 411,048

ポイント引当金 57,800 －

その他流動負債 1,950,748 2,328,041

流動負債合計 15,342,608 18,583,069

負債合計 35,276,460 36,856,693

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,162,789 3,162,789

資本剰余金 1,688,121 1,688,121

利益剰余金 12,147,978 11,130,622

自己株式 △199,255 △189,594

株主資本合計 16,799,633 15,791,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 412,941 481,031

評価・換算差額等合計 412,941 481,031

少数株主持分 79,070 81,658

純資産合計 17,291,645 16,354,628

負債純資産合計 52,568,105 53,211,321
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 20,114,241

売上原価 11,402,300

売上総利益 8,711,940

供給販売費及び一般管理費 6,757,263

営業利益 1,954,677

営業外収益  

受取利息 708

受取配当金 17,689

持分法による投資利益 17,588

受取賃貸料 83,667

その他 43,719

営業外収益合計 163,373

営業外費用  

支払利息 179,807

その他 12,428

営業外費用合計 192,235

経常利益 1,925,815

特別損失  

減損損失 15,263

過年度ポイント引当金繰入額 49,800

特別損失合計 65,063

税金等調整前四半期純利益 1,860,751

法人税等 684,954

法人税等調整額 5,263

法人税等合計 690,218

少数株主損失（△） △2,588

四半期純利益 1,173,122
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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 1,860,751

減価償却費 2,315,842

減損損失 15,263

長期前払費用償却額 3,006

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,467

賞与引当金の増減額（△は減少） △187,246

ポイント引当金の増減額（△は減少） 57,800

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 13,863

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,182

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,550

受取利息及び受取配当金 △18,398

支払利息 179,807

持分法による投資損益（△は益） △17,588

投資有価証券評価損益（△は益） 245

売上債権の増減額（△は増加） 442,950

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,618

仕入債務の増減額（△は減少） △701,096

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,336

未払債務の増減額（△は減少） △101,815

その他 △211,804

小計 3,646,563

利息及び配当金の受取額 74,029

利息の支払額 △182,577

法人税等の還付額 35,352

その他の支出 △11,797

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,561,570

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 △1,215,149

有形固定資産の売却による収入 1,132

無形固定資産の取得による支出 △427,580

投資有価証券の取得による支出 △333,050

その他 △781

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,975,429

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） △1,600,000

長期借入れによる収入 3,610,000

長期借入金の返済による支出 △3,387,975

配当金の支払額 △156,397

リース債務の返済による支出 △46,127

その他 △2,221

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,582,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,420

現金及び現金同等物の期首残高 1,753,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,756,472
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日） 

 （注）１ 事業区分は、主としてガス事業会計規則に準拠した売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品等の名称 

  

当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日） 

在外連結子会社及び在外事業所がないため、開示の対象となる事項はありません。   

  

当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日） 

海外売上高がないため、開示の対象となる事項はありません。   

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ガス事業 
（千円） 

器具及び
工事事業 
（千円） 

不動産事業
（千円） 

その他の
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去 
又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                          

(1）外部顧客に 

対する売上高 
 16,836,230  1,999,682  660,472  617,855  20,114,241  －  20,114,241

(2）セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 30,286  724  148,822  4,700  184,533 ( )184,533 －

計  16,866,517  2,000,407  809,295  622,555  20,298,774 ( )184,533  20,114,241

営業利益（又は 

営業損失） 
 2,982,831 ( )6,440 ( )6,633  17,795  2,987,553 ( )1,032,875  1,954,677

事業区分 各区分に属する主要な製品等の名称 

ガス事業 ガス 

器具及び工事事業 ガス機器、ガス工事 

不動産事業 不動産の賃貸、売買及び仲介等 

その他の事業 電気・冷温水、建設残土処理、スポーツクラブ 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高   19,166,505

Ⅱ 売上原価   10,671,136

売上総利益   8,495,369

     

Ⅲ 供給販売費及び一般管理費   6,627,681

営業利益   1,867,688

     

Ⅳ 営業外収益    

1 受取利息 1,365  

2 受取配当金 19,757  

3 持分法による投資利益 148,614  

4 賃貸料 84,655  

5 その他営業外収益 37,646 292,040

     

Ⅴ 営業外費用    

1 支払利息 178,283  

2 その他営業外費用 15,424 193,707

経常利益   1,966,020

     

Ⅵ 特別利益    

1 ガス熱量変更引当金取崩し 155,418 155,418

     

Ⅶ 特別損失    

1 投資有価証券売却損 2,674  

2 投資有価証券評価損 65,904  

3 会員権評価損 5,700  

4 持分変動損失 2,697 76,975

税金等調整前中間純利益   2,044,463

法人税、住民税及び事業税 539,447  

法人税等調整額 191,102 730,549

少数株主利益   1,713

中間純利益   1,312,201
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 2,044,463

減価償却費 2,328,928

長期前払費用の償却 3,775

繰延資産（開発費）の償却 87,597

投資有価証券売却益（△）・売却損 2,674

投資有価証券評価損 65,904

会員権評価損 5,700

貸倒引当金の増加額・減少額（△） 1,645

賞与引当金の増加額・減少額（△） △190,510

ガスホルダー修繕引当金の増加額・減少額(△） 16,145

退職給付引当金の増加額・減少額（△） 3,751

役員退職慰労引当金の増加額・減少額（△） 6,500

ガス熱量変更引当金の増加額・減少額（△） △155,418

受取利息及び受取配当金 △21,123

支払利息 178,283

持分法による投資利益（△）・投資損失 △148,614

持分変動による利益（△）・損失 2,697

売上債権の増加額（△）・減少額 61,620

たな卸資産の増加額（△）・減少額 △134,493

仕入債務の増加額・減少額（△） △156,305

未払消費税等の増加額・減少額（△） 229,832

未払確定拠出年金移行掛金の増加額・減少額（△） △104,442

その他 △175,079

小計 3,953,530

利息及び配当金の受取額 90,044

利息の支払額 △180,449

法人税等の支払額（△）・還付額 △272,749

その他 1,888

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,592,265
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前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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 △2,933,588

無形固定資産の取得による支出 △128,843

投資有価証券の取得による支出 △83,252

投資有価証券の売却による収入 7,326

その他 △1,806

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,140,164

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増加額・減少額（△） 1,547,000

長期借入金の返済による支出 △2,274,090

少数株主からの払込みによる収入 11,796

配当金の支払額 △155,284

その他 △2,366

財務活動によるキャッシュ・フロー △872,945

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額・減少額（△） △420,844

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,999,387

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,578,543
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（１）四半期個別経営成績の概況（平成21年1月1日～平成21年6月30日）  

  

四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象となりません。四半期個別財務諸表は四半期財務諸表等規則

に基づいて作成しております。 

  

（２）個別業績予想 

平成21年12月期の個別業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 

（％表示は対前期増減率）

  

（３）売上高等明細表   

  

６．その他の情報

  （％表示は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第２四半期  18,738 －  1,920 －  1,983  －  1,252 －

20年12月期第２四半期  17,677 4.4 1,756 △7.3 1,846  △6.0 1,212 △9.1

  総資産 純資産

    百万円   百万円

21年12月期第２四半期  43,068   13,553  

20年12月期  43,464   12,524  

  売上高 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期  33,400  △0.6 950 93.7 1,000 61.0  650  21.8 14.61

 項   目 
前年同四半期 

20.1.1～20.6.30 

当四半期 

21.1.1～21.6.30 

対前年同期比 

％ 

前期 

20.1.1～20.12.31  

  

売  上  高  

（百万円） 

  

 ガス売上  15,516  16,866   8.7  29,145

 受注工事  382  373   △2.3  803

 器具販売等  1,644  1,365   △17.0  3,367

 附帯事業  133  132   △0.9  288

   計  17,677  18,738   6.0  33,605

 ガ ス 販 売 量 

（千㎥）  

 家庭用  42,641  41,190   △3.4  66,258

 業務用  91,742  79,314   △13.6  190,916

   計  134,384  120,504   △10.3  257,174

 需 要 家 戸 数 

（戸）  

 豊橋・豊川  92,514  93,921   1.5  93,237

 浜松・磐田  131,565  132,734   0.9  132,337

   計  224,079  226,655   1.2  225,574
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