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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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 ％

22年12月期第1四半期 12,613 △6.1 1,185 14.4 1,193 14.6 744 14.2
21年12月期第1四半期 13,432 ― 1,036 ― 1,041 ― 651 ―

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

22年12月期第1四半期 47.05 47.00
21年12月期第1四半期 37.61 ―

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

22年12月期第1四半期 26,206 17,709 67.3 1,114.34
21年12月期 25,744 17,017 65.8 1,070.54

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  17,633百万円 21年12月期  16,941百万円

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
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

21年12月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 22,110 △1.3 1,355 △2.6 1,370 △2.7 855 2.1 54.03

通期 44,300 7.4 1,365 △6.3 1,380 △7.3 860 △0.6 54.35
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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 
 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【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関す
る定性的情報をご覧下さい。 

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） 22年12月期第1四半期 17,424,000株 21年12月期  17,424,000株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  1,599,872株 21年12月期  1,598,443株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 15,824,459株 21年12月期第1四半期 17,328,895株
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当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、大口需要家向けのガス販売価格の低下等により、

前年同四半期に比べ6.1％減少の126億13百万円となりました。また、営業費用につきましては、原料ガス

の購入価格の低下等により、7.8％減少の114億27百万円となりました。 

 これらの結果、営業利益につきましては14.4％増加の11億85百万円、経常利益につきましては14.6％増

加の11億93百万円、四半期純利益につきましては14.2％増加の７億44百万円となりました。 

 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。

  

(ガ ス) 

 販売量につきましては、大口需要家を新規に獲得しましたこと等により、前年同四半期に比べ14.0％増

加の230,104千㎥（39MJ/㎥換算）となりましたが、売上高につきましては、大口需要家向けの販売価格

が、輸入エネルギー価格下落の影響を受けて低下しましたため、7.9％減少の115億57百万円となりまし

た。 

 営業費用につきましては、原料ガスの購入量は増加しましたものの購入価格の低下等により、10.0％減

少の102億14百万円となりました。この結果、営業利益につきましては、11.7％増加の13億42百万円とな

りました。 

  

(受注工事) 

 売上高につきましては、新築物件が減少しましたこと等により、前年同四半期に比べ4.2％減少の１億

43百万円、営業費用につきましては、0.4％減少の１億40百万円、営業利益につきましては、64.2％減少

の３百万円となりました。 

  

(器具販売) 

 売上高につきましては、空調機器の販売が増加しましたこと等により、前年同四半期に比べ20.0％増加

の３億44百万円、営業費用につきましては、16.1％増加の２億87百万円、営業利益につきましては、

44.3％増加の56百万円となりました。 

  

(その他) 

 売上高につきましては、液化石油ガス及び情報処理サービスの売上が増加しましたため、前年同四半期

に比べ34.5％増加の６億81百万円、営業費用につきましては、液化石油ガスの購入価格が上昇しましたこ

と等により37.3％増加の６億４百万円となりましたが、営業利益につきましては、15.7％増加の77百万円

となりました。 

  

【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
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「現金及び預金」の増加等により、当第１四半期連結累計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比

べ４億62百万円増加(1.8％増)し、262億６百万円となりました。 

 未払金の減少等により流動負債「その他」が減少したこと等により、当第１四半期連結累計期間末の負

債合計は前連結会計年度末と比べ２億29百万円減少(2.6％減)し84億97百万円となりました。  

 四半期純利益等による「利益剰余金」の増加等により、当第１四半期連結累計期間末の純資産合計は前

連結会計年度末と比べ６億91百万円増加(4.1％増)し177億９百万円となりました。なお、自己資本比率は

67.3％となりました。  

  

（連結キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期連結累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、58億８百万円(前連結会計年度末比８億95百万円増)となりました。  

 営業活動により得られた資金は13億23百万円(前年同四半期比１億57百万円増加)となりました。これは

主に「税金等調整前四半期純利益」(11億93百万円)によるものであります。  

 投資活動により使用した資金は２億98百万円(前年同四半期比７億72百万円減少)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」(４億円)によるものであります。  

 財務活動により使用した資金は１億29百万円(前年同四半期比23百万円減少)となりました。これは主

に、「長期借入金の返済による支出」（71百万円）によるものであります。  

  

通期の見通しにつきましては、「平成21年12月期決算短信」（平成22年２月15日）において公表いたし

ました連結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。  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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１四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。  

  

1. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準につきましては、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より

適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗

部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比

例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

2. 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係）  

 前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「導管移設

補償料」（前第１四半期連結累計期間2,023千円）は、当第１四半期連結累計期間においては営業外収

益総額の100分の20を超えたため、「四半期連結財務諸表規則」により独立掲記しております。 

  

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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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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

供給設備 9,989,504 10,255,840

業務設備 2,025,085 2,030,880

その他の設備 375,965 397,083

建設仮勘定 307,158 184,809

有形固定資産合計 12,697,714 12,868,613

無形固定資産   

その他 454,609 419,592

無形固定資産合計 454,609 419,592

投資その他の資産   

投資有価証券 890,506 973,891

その他 902,314 1,111,950

貸倒引当金 △29,862 △29,863

投資その他の資産合計 1,762,958 2,055,977

固定資産合計 14,915,282 15,344,183

流動資産   

現金及び預金 4,076,524 3,182,013

受取手形及び売掛金 4,040,748 4,044,468

有価証券 2,823,117 2,721,770

その他 360,371 459,951

貸倒引当金 △9,561 △8,060

流動資産合計 11,291,200 10,400,143

資産合計 26,206,482 25,744,327

負債の部   

固定負債   

長期借入金 827,800 897,440

退職給付引当金 1,640,309 1,660,632

ガスホルダー修繕引当金 150,610 142,162

その他 55,249 59,384

固定負債合計 2,673,969 2,759,619

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 272,800 274,540

買掛金 3,168,438 3,261,829

短期借入金 391,000 391,000

未払法人税等 498,706 287,306

その他 1,492,165 1,752,438

流動負債合計 5,823,110 5,967,114

負債合計 8,497,079 8,726,733
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,244,000 2,244,000

資本剰余金 2,013,844 2,013,844

利益剰余金 14,370,558 13,689,248

自己株式 △992,934 △992,294

株主資本合計 17,635,469 16,954,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,936 △12,947

評価・換算差額等合計 △1,936 △12,947

新株予約権 9,826 9,826

少数株主持分 66,044 65,917

純資産合計 17,709,403 17,017,594

負債純資産合計 26,206,482 25,744,327
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 13,432,358 12,613,292

売上原価 10,742,313 9,803,476

売上総利益 2,690,044 2,809,815

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 1,375,483 1,337,403

一般管理費 278,323 286,444

供給販売費及び一般管理費合計 1,653,807 1,623,847

営業利益 1,036,237 1,185,967

営業外収益   

受取利息 7,756 5,299

受取配当金 794 797

導管移設補償料 － 4,440

その他 7,634 6,484

営業外収益合計 16,185 17,021

営業外費用   

支払利息 8,239 7,571

寄付金 2,417 1,507

その他 85 41

営業外費用合計 10,741 9,119

経常利益 1,041,681 1,193,869

税金等調整前四半期純利益 1,041,681 1,193,869

法人税等 393,597 449,129

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,683 127

四半期純利益 651,768 744,612
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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 1,041,681 1,193,869

減価償却費 419,826 431,856

貸倒引当金の増減額（△は減少） 859 1,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,404 △20,323

前払年金費用の増減額（△は増加） 2,158 1,715

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 △8,550 △6,096

支払利息 8,239 7,571

売上債権の増減額（△は増加） 152,469 423

仕入債務の増減額（△は減少） △191,244 △93,390

未払消費税等の増減額（△は減少） 62,237 △2,179

その他 79,188 65,022

小計 1,448,470 1,579,967

利息及び配当金の受取額 8,213 6,949

利息の支払額 △8,948 △8,458

法人税等の支払額 △281,851 △254,882

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,165,884 1,323,576

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 △882,376 △400,740

工事負担金等受入による収入 15,836 2,735

無形固定資産の取得による支出 △6,020 △101,863

投資有価証券の取得による支出 △200,100 △150

貸付金の回収による収入 1,107 1,141

その他 81 200,128

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,071,470 △298,749

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 △73,680 △71,380

配当金の支払額 △79,143 △57,775

その他 △786 △639

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,610 △129,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,196 895,031

現金及び現金同等物の期首残高 5,418,542 4,913,466

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,359,346 5,808,497
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該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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。 

 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日)とも在外連結子会社がないため、該当する事項は

ありません。 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日)とも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。 

  

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 
(千円)

受注工事
(千円)

器具販売
(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

12,548,661 149,694 286,843 447,159 13,432,358 ― 13,432,358

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,348 ― 204 60,053 61,605 (61,605) ―

計 12,550,009 149,694 287,047 507,212 13,493,964 (61,605) 13,432,358

営業利益 1,202,362 8,870 39,268 66,690 1,317,192 (280,954) 1,036,237

ガス 
(千円)

受注工事
(千円)

器具販売
(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

11,555,874 143,397 344,111 569,908 12,613,292 ― 12,613,292

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,231 ― 207 112,065 113,504 (113,504) ―

計 11,557,105 143,397 344,318 681,974 12,726,796 (113,504) 12,613,292

営業利益 1,342,707 3,173 56,655 77,128 1,479,665 (293,697) 1,185,967

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

器具販売 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

【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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