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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 22,402 ― 1,391 ― 1,408 ― 837 ―
20年12月期第2四半期 23,553 16.3 1,469 8.0 1,504 6.6 937 7.1

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 50.53 50.51
20年12月期第2四半期 54.07 ―

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 24,753 17,045 68.6 1,072.61
20年12月期 27,673 17,190 61.9 988.41

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  16,975百万円 20年12月期  17,128百万円

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  無   

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
21年12月期 ― 4.00
21年12月期 

（予想）
― 4.00 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  無   

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 44,350 △6.0 1,350 0.8 1,390 0.1 830 △2.5 51.23
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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、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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 
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。業績予想に関する事項は４ページをご覧下さい。 
２．当連結会計年度から「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。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成２０年８月７日 内閣府令第５
０号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

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 17,424,000株 20年12月期  17,424,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  1,597,314株 20年12月期  94,438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 16,578,000株 20年12月期第2四半期 17,337,601株
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・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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機を背景とした景

気の後退が続き、企業収益は減少し、雇用環境は悪化、個人消費は低迷する等、厳しい

状況にありました。 

こうしたなかで、当社グループは引き続き新規需要の獲得に向けて積極的な営業活動

に努めてまいりました。 

売上高につきましては、ガス事業におきまして、大口需要家向けの販売量が減少した

ことや受注工事事業におきまして、集合住宅向けの受注が減少したこと等により、前年

同期に比べ4.9％減少の224億２百万円となりました。 

一方、費用面につきましては、ガス販売量の減少に伴う原料ガスの購入量の減少等により、

前年同期に比べ4.9％減少の210億10百万円となりました。 

この結果、営業利益につきましては、前年同期に比べ5.3％減少の13億91百万円となり

ました。 

また、経常利益は前年同期に比べ6.4％減少の14億８百万円となり、四半期純利益につ

きましては、特別損失に投資有価証券評価損を計上したこと等もあり、前年同期に比べ

10.6％減少の８億37百万円となりました。 

なお、当社グループの売上の大半は、季節的変動が著しい「ガス事業」によるもので

あり、その性質上、冬季が需要期であるため、業績に季節的変動があります。 

セグメント別の業績の概要は以下のとおりであり、セグメント間の内部取引を含んだ

ものであります。 

※対前年同期比は、適用される会計基準が異なるため、参考事項として記載しておりま

す。 

【ガ ス】 

販売量につきましては、景気後退の影響による大口需要家向け販売量の減少や、前年

同期と比べ気温が高めに推移したこと等による家庭向け販売量の減少等により、前年同

期に比べ8.0％減少の362,427千m3となりました。 

売上高につきましては、前年の輸入エネルギー価格高騰の影響を受け、大口需要家向

けの販売価格の上昇があったものの、販売量の減少の影響が大きく、前年同期に比べ

2.7％減少の205億96百万円となりました。 

営業費用につきましては、販売量の減少に伴う原料ガスの購入量の減少により、前年

同期に比べ2.8％減少の188億10百万円となりました。この結果、営業利益につきまして

は、前年同期に比べ2.1％減少の17億86百万円となりました。 

【受注工事】 

売上高につきましては、集合住宅向けの受注が減少したこと等により、前年同期に比

べ42.9％減少の２億78百万円となり、営業費用につきましても、前年同期に比べ40.7％
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減少の２億73百万円となりました。この結果、営業利益につきましては、前年同期に比

べ80.6％減少の５百万円となりました。 

【器具販売】 

売上高につきましては、集合住宅等の大型物件向けの機器の販売が減少したこと等に

より、前年同期に比べ12.2％減少の６億67百万円となり、営業費用につきましても、前

年同期に比べ10.7％減少の６億８百万円となりました。この結果、営業利益につきまし

ては、前年同期に比べ25.1％減少の58百万円となりました。 

【その他】 

売上高につきましては、液化石油ガスの売上の減少等により、前年同期に比べ21.3％

減少の９億86百万円となり、営業費用につきましても、前年同期に比べ21.8％減少の８

億79百万円となりました。この結果、営業利益につきましては、前年同期に比べ16.7％

減少の１億６百万円となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

「受取手形及び売掛金」の減少等により、当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前

連結会計年度末に比べ29億20百万円減少し、247億53百万円となりました。 

「買掛金」の減少等により、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末

と比べ27億74百万円減少し77億８百万円となりました。 

四半期純利益等による「利益剰余金」の増加及び自己株式の取得による「自己株式」の増

加等により、当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末と比べ１億45百

万円減少し170億45百万円となりました。なお、自己資本比率は68.6％となりました。 

（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの「現金及び現金同等物」（以下「資金」

といいます）は、48億43百万円（前連結会計年度末比５億74百万円減）となりました。 

営業活動により得られた資金は17億49百万円となりました。これは主に「税金等調整前四

半期純利益」（13億41百万円）及び「減価償却費」（８億53百万円）によるものであります。 

投資活動により使用した資金は11億49百万円となりました。これは主に「有形固定資産の

取得による支出」（11億73百万円）によるものであります。 

財務活動により使用した資金は11億74百万円となりました。これは主に、「自己株式の取

得による支出」（９億47百万円）によるものであります。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の見通しにつきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」（平成21年７月22日） 

において公表いたしました通期業績予想から修正はございません。 

今後、気温や事業環境等の状況により連結業績に大きな影響を及ぼすと見込まれる場合に 

は、その影響額を算定のうえ改めて発表いたします。 
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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) 

該当事項はありません。 

(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 

１．簡便な会計処理 
①一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高

の算定方法  
 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場

合に、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一

般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しております。  
②たな卸資産の評価方法  
 たな卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積もり、簿価切下げを行う方法を採用しております。  
③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決

算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法を採用し

ております。 

２．四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もり、税引前四半期純利益（累

計期間）に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

(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 

１．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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原

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

総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はありません。 

３．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
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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。なお、借主

側では、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。  
 また、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及

び個々のリース資産に重要性が乏しいと認められるファイナンス・リース取引につきま

しては、通常の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す。  
 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 
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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   

供給設備 10,257,701 10,474,027 

業務設備 2,065,732 2,084,693 

その他の設備 358,922 376,912 

建設仮勘定 297,611 952,912 

有形固定資産合計 12,979,967 13,888,545 

無形固定資産   

その他 273,189 252,330 

無形固定資産合計 273,189 252,330 

投資その他の資産   

投資有価証券 962,502 861,819 

その他 1,122,945 1,155,553 

貸倒引当金 △29,786 △31,129 

投資その他の資産合計 2,055,661 1,986,243 

固定資産合計 15,308,819 16,127,119 

流動資産   

現金及び預金 4,213,406 4,390,117 

受取手形及び売掛金 3,000,059 4,558,271 

有価証券 1,620,490 2,118,330 

その他 618,749 490,985 

貸倒引当金 △8,383 △11,074 

流動資産合計 9,444,321 11,546,630 

資産合計 24,753,140 27,673,749 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 783,100 921,980 

退職給付引当金 1,600,580 1,599,429 

役員退職慰労引当金 － 119,800 

ガスホルダー修繕引当金 125,262 108,365 

その他 59,350 3,650 

固定負債合計 2,568,292 2,753,224 

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 275,500 277,600 

買掛金 2,243,616 3,701,043 

短期借入金 391,000 391,000 

未払法人税等 584,588 375,347 

その他 1,645,119 2,984,771 

流動負債合計 5,139,824 7,729,763 

大多喜ガス（株）（9541）平成21年12月期　第２四半期決算短信

7



(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) 

負債合計 7,708,116 10,482,987 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,244,000 2,244,000 

資本剰余金 2,013,858 2,013,848 

利益剰余金 13,725,395 12,974,381 

自己株式 △991,748 △44,962 

株主資本合計 16,991,505 17,187,267 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,663 △58,500 

評価・換算差額等合計 △15,663 △58,500 

新株予約権 9,826 － 

少数株主持分 59,356 61,994 

純資産合計 17,045,024 17,190,762 

負債純資産合計 24,753,140 27,673,749 
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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 22,402,611

売上原価 17,594,287

売上総利益 4,808,324

供給販売費及び一般管理費  

供給販売費 2,849,495

一般管理費 567,078

供給販売費及び一般管理費合計 3,416,574

営業利益 1,391,750

営業外収益  

受取利息 13,534

受取配当金 6,649

受取賃貸料 8,773

その他 9,971

営業外収益合計 38,929

営業外費用  

支払利息 19,802

その他 2,773

営業外費用合計 22,575

経常利益 1,408,104

特別損失  

投資有価証券評価損 66,704

特別損失合計 66,704

税金等調整前四半期純利益 1,341,400

法人税等 506,377

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,638

四半期純利益 837,661
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,970,253

売上原価 6,851,973

売上総利益 2,118,279

供給販売費及び一般管理費  

供給販売費 1,474,012

一般管理費 288,755

供給販売費及び一般管理費合計 1,762,767

営業利益 355,512

営業外収益  

受取利息 5,777

受取配当金 5,855

受取賃貸料 5,801

その他 5,309

営業外収益合計 22,743

営業外費用  

支払利息 11,562

その他 271

営業外費用合計 11,834

経常利益 366,422

特別損失  

投資有価証券評価損 66,704

特別損失合計 66,704

税金等調整前四半期純利益 299,718

法人税等 112,779

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,045

四半期純利益 185,893
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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 1,341,400

減価償却費 853,711

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,033

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,151

前払年金費用の増減額（△は増加） 3,659

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △119,800

受取利息及び受取配当金 △20,184

支払利息 19,802

投資有価証券評価損益（△は益） 66,704

売上債権の増減額（△は増加） 1,545,417

仕入債務の増減額（△は減少） △1,457,427

未払消費税等の増減額（△は減少） 87,801

その他 △287,440

小計 2,030,762

利息及び配当金の受取額 19,121

利息の支払額 △20,397

法人税等の支払額 △280,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,749,046

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △1,173,927

工事負担金等受入による収入 42,016

無形固定資産の取得による支出 △15,110

投資有価証券の取得による支出 △200,250

貸付金の回収による収入 4,180

その他 △6,649

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,149,740

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △140,980

配当金の支払額 △86,281

自己株式の取得による支出 △947,046

自己株式の売却による収入 270

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,174,037

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △574,731

現金及び現金同等物の期首残高 5,418,542

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,843,811
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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。 

  

(事業の種類別セグメント情報) 
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) 

 
(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

   事業区分は「ガス事業会計規則」に準拠した売上集計基準によっております。 

 
  

(所在地別セグメント情報) 

在外連結子会社がないため、該当する事項はありません。 

(海外売上高) 

海外売上高が発生していないため、該当する事項はありません。 

   

  自己株式の取得 

    連結財務諸表提出会社は、平成21年４月21日開催の取締役会において、会社法第165条３項の 

   規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその 

   具体的な取得方法について決議し、実行いたしました。 

   １.取得の理由 

    経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。 

   ２.取得の内容 

    (１)取得の方法 

          東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-３)による買付け 

    (２)取得した株式の種類        当社普通株式 

    (３)取得した株式の総数         1,500,000株 

        (４)取得した株式の取得価額の総額    945,000千円 

    (５)取得日            平成21年４月22日 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

ガス
(千円)

受注工事 
(千円)

販売器具
(千円)

その他
(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

20,593,553 277,548 666,933 864,575 22,402,611 ― 22,402,611

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,659 607 414 121,477 125,159 (125,159) ―

計 20,596,213 278,156 667,348 986,052 22,527,771 (125,159) 22,402,611

営業利益 1,786,050 5,043 58,984 106,151 1,956,229 (564,479) 1,391,750

事業区分 主要な製品等の名称

ガス ガス

受注工事 ガス工事

販売器具 ガス機器、都市ガス警報器リース

その他 液化石油ガス、圧縮天然ガス、情報処理サービス、OA機器の販売

(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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(1) (要約)前年同四半期連結損益計算書 

                     (単位：千円) 

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間

   科     目 （自 平成20年1月1日

 至 平成20年6月30日）

Ⅰ 売上高 23,553,974

Ⅱ 売上原価 18,742,341

売上総利益 4,811,633

Ⅲ 供給販売費及び一般管理費

供給販売費 2,762,512

一般管理費 579,160 3,341,673

営業利益 1,469,959

Ⅳ 営業外収益

受取利息 15,333

受取配当金 7,249

導管移設補償料 22,235

受取賃貸料 9,152

雑収入 9,596 63,567

Ⅴ 営業外費用

支払利息 27,565

寄付金 1,731

雑支出 63 29,359

経常利益 1,504,167

Ⅵ 特別損失

貸倒引当金繰入額 4,057 4,057

税金等調整前中間純利益 1,500,110

法人税、住民税及び事業税 588,490

法人税等調整額 △ 31,684 556,806

少数株主利益 5,914

中間純利益 937,389
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(2) (要約)前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                              (単位：千円) 

前中間連結会計期間

科  目    （自 平成20年 1月 1日

  至 平成20年 6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,500,110

減価償却費 831,113

長期前払費用償却額 6,550

有形固定資産除却損 6,629

貸倒引当金の増加額（△減少額） 2,637

退職給付引当金の増加額（△減少額） 72,098

前払年金費用の減少額（△増加額） △ 3,007

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 13,325

受取利息及び受取配当金 △ 22,582

支払利息 27,565

売上債権の減少額（△増加額） 238,739

たな卸資産の減少額（△増加額） △ 3,185

仕入債務の増加額（△減少額） △ 174,419

未払消費税等の増加額（△減少額） 47,234

その他 △ 184,777

小計 2,358,032

利息及び配当金の受取額 21,838

利息の支払額 △ 28,825

法人税等の支払額 △ 272,789

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,078,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △ 199,748

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △ 1,039,655

工事負担金等による収入 57,784

有形固定資産の売却による収入 280

無形固定資産の取得による支出 △ 24,062

投資有価証券の取得による支出 △ 100,280

長期貸付金の回収による収入 9,077

その他 647

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,195,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △ 153,780

配当金の支払額 △ 69,172

その他 △ 2,617

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 225,570

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 656,729

現金及び現金同等物の期首残高 4,843,734

現金及び現金同等物の中間期末残高 5,500,464
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