
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  18,249  △9.3  2,275  16.4  2,358  22.5  1,560  33.0

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

  
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２四半期 .35  69  －

21年12月期第２四半期 .26  81  －

  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２四半期  53,863  17,907  33.1 .407  46

21年12月期  53,163  16,549  31.0 .376  48

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 17,819百万円 21年12月期 16,466百万円

  
年間配当金

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 －  .3 50 － .4 50 .8  00

22年12月期 －  .3 50

22年12月期（予想） － .3 50 .7  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  34,700  △1.1  1,350  △2.0  1,450  17.9  950  57.9 .21  72



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ.４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規   －社 （社名）                        、除外   －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来予想に関する記述等についてのご注意） 

 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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 44,659,752株 21年12月期 44,659,752株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 927,858株 21年12月期 921,959株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 43,735,019株 21年12月期２Ｑ 43,756,201株
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（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のガス販売量は、既存のお客様の設備稼働率の回復に伴い、業務用ガス販売量が増加

し、前年同期比14.1％増の１億3,751万９千㎥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10.6％減の150億７千９百万円となりました。このガス売上高の減少等により、連結売上高は同9.3％減

の182億４千９百万円となりました。 

 利益につきましては、ガス販売量の増加や経営効率化による費用の抑制等により、ガス事業の利益が増加したこと

や、持分法による投資利益の増加により、経常利益は前年同期比22.5％増の23億５千８百万円、四半期純利益は同

33.0％増の15億６千万円となりました。  

 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） 

 当第２四半期連結会計期間末のお客さま戸数は227,435戸（前期末から56戸の増加）となりました。ガス販売量

は、家庭用につきましては気温が低めに推移したことから、前年同期比3.2％の増加となりました。業務用につきま

しては、既存のお客様設備の稼働率回復に伴い、工業用の販売量が増加し、同19.8％の増加となりました。 

 この結果、ガス販売量全体としましては、前年同期比14.1％増の1億3,751万９千㎥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10.6％減の150億７千９百万円となりました。  

 営業利益は、ガス販売量の増加や経営効率化による費用の抑制等により、前年同期比12.1％増の33億４千４百万円

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1.9％減の19億６千２百万円となり、営業利益は24百万円となりました。  

（不動産事業） 

 当事業の売上高は前年同期比5.7％減の７億６千３百万円となり、営業損失は18百万円となりました。 

（その他の事業） 

 当事業の売上高は前年同期比0.4％減の６億１千９百万円となり、営業利益は53百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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７億円増加しました。これは主に、

建設仮勘定が８億２千３百万円増加、無形固定資産が２億２千７百万円増加、関係会社長期貸付金が９億円増加した

ことに対し、減価償却の進捗により供給設備が10億４千２百万円減少したことによるものであります。  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ６億５千６百万円減少しました。こ

れは主に、短期借入金が11億１千５百万円増加、未払法人税等が３億６千５百万円増加したことに対し、長期借入金

が14億１千１百万円減少、役員退職慰労引当金が１億９千７百万円減少、賞与引当金が１億７千４百万円減少したこ

とによるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ13億５千７百万円増加しました。これは

主に、利益剰余金が配当の実施により２億円減少し、四半期純利益により15億６千万円増加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末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

３億８千２百万円減少し、15億９千２百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、32億９千万円（前年同四半期は35億６千１百万円の資金の獲得）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益23億５千８百万円と減価償却費22億１千万円等の増加要因と、法人税等の支

払額４億２千９百万円とたな卸資産の増加額３億４千２百万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） 

 投資活動の結果使用した資金は、31億８千７百万円（前年同四半期は19億７千５百万円の資金の使用）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20億６千１百万円や無形固定資産の取得による支出２億５千４百万

円、関係会社貸付による支出９億円によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、４億８千５百万円（前年同四半期は15億８千２百万円の資金の使用）となりまし

た。これは主に、短期借入金の増加額11億１千５百万円と長期借入による収入10億円の増加要因と、長期借入金の返

済による支出23億６千万円等の減少要因によるものであります。     

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の個別業績予想につきましては、ガス販売量の増加や経営効率化による費用の抑制等により、営業利益1,250

百万円（前回予想1,000百万円）、経常利益1,250百万円（前回予想1,000百万円）、当期純利益800百万円（前回予想

600百万円）に修正することといたしました。 

 通期の連結業績予想につきましては、個別業績予想が前回発表予想を上回る一方で、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ため、営業利益1,350百万円（前回予想1,200百万円）、経常利益1,450百万円（前

回予想1,350百万円）、当期純利益950百万円（前回予想900百万円）に修正することといたしました。 

 なお、平成22年２月10日の決算短信で発表しました通期の連結及び個別の業績予想との差異は以下の通りです。 

  

 平成22年12月期連結業績予想数値の修正（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

  

 平成22年12月期個別業績予想数値の修正（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

  

  
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）  34,700  1,200  1,350  900  20.58

今回修正予想（Ｂ）  34,700  1,350  1,450  950  21.72

増減額（Ｂ－Ａ） －  150  100  50 － 

増減率（％） －  12.5  7.4  5.6 － 

前期実績  35,069  1,377  1,229  601  13.75

  
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）  31,400  1,000  1,000  600  13.48

今回修正予想（Ｂ）  31,400  1,250  1,250  800  17.98

増減額（Ｂ－Ａ） －  250  250  200 － 

増減率（％） －  25.0  25.0  33.3 － 

前期実績  32,333  1,344  1,435  830  18.66
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更  

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いては、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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手

した工事契約から、当第２四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（工事の進捗率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及びセグメント情報に与える影響はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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21年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 1,118,411 1,191,454

供給設備 23,535,177 24,577,178

業務設備 3,390,494 3,433,142

その他の設備 4,764,895 4,898,839

建設仮勘定 1,937,941 1,114,893

有形固定資産合計 34,746,921 35,215,508

無形固定資産   

無形固定資産合計 1,708,269 1,480,702

投資その他の資産   

投資有価証券 9,354,142 9,319,688

関係会社長期貸付金 1,140,000 240,000

繰延税金資産 498,655 476,053

その他投資 275,681 273,138

貸倒引当金 △43,119 △43,719

投資その他の資産合計 11,225,360 10,265,160

固定資産合計 47,680,551 46,961,371

流動資産   

現金及び預金 1,597,645 1,984,089

受取手形及び売掛金 2,501,121 2,442,745

商品及び製品 163,350 64,500

仕掛品 1,475,893 1,192,957

原材料及び貯蔵品 144,648 184,367

繰延税金資産 202,800 211,866

その他流動資産 131,400 150,629

貸倒引当金 △33,474 △29,227

流動資産合計 6,183,384 6,201,930

資産合計 53,863,936 53,163,302
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 18,168,951 19,580,737

繰延税金負債 56,837 40,461

退職給付引当金 1,667,335 1,633,269

役員退職慰労引当金 246,520 443,990

ガスホルダー修繕引当金 138,458 125,245

その他固定負債 358,254 397,626

固定負債合計 20,636,357 22,221,329

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 4,877,807 4,829,839

支払手形及び買掛金 2,133,930 2,185,952

短期借入金 5,137,000 4,022,000

未払法人税等 923,077 557,899

繰延税金負債 519 519

賞与引当金 256,189 430,833

ポイント引当金 72,000 64,400

その他流動負債 1,919,634 2,300,572

流動負債合計 15,320,158 14,392,018

負債合計 35,956,516 36,613,347

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,162,789 3,162,789

資本剰余金 1,688,086 1,688,086

利益剰余金 12,781,416 11,420,862

自己株式 △200,898 △199,503

株主資本合計 17,431,394 16,072,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 387,807 394,304

評価・換算差額等合計 387,807 394,304

少数株主持分 88,217 83,415

純資産合計 17,907,419 16,549,954

負債純資産合計 53,863,936 53,163,302
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 20,114,241 18,249,809

売上原価 11,402,300 9,349,126

売上総利益 8,711,940 8,900,682

供給販売費及び一般管理費 6,757,263 6,624,918

営業利益 1,954,677 2,275,764

営業外収益   

受取利息 708 8,835

受取配当金 17,689 26,453

持分法による投資利益 17,588 144,827

受取賃貸料 83,667 80,447

その他 43,719 25,382

営業外収益合計 163,373 285,947

営業外費用   

支払利息 179,807 185,373

その他 12,428 18,071

営業外費用合計 192,235 203,444

経常利益 1,925,815 2,358,267

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 2,358,267

法人税等 684,954 792,685

法人税等調整額 5,263 －

法人税等合計 690,218 792,685

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,588 4,801

四半期純利益 1,173,122 1,560,780
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 2,358,267

減価償却費 2,315,842 2,210,869

減損損失 15,263 －

長期前払費用償却額 3,006 1,956

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,467 3,647

賞与引当金の増減額（△は減少） △187,246 △174,644

ポイント引当金の増減額（△は減少） 57,800 7,600

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 13,863 13,213

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,182 34,066

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,550 △197,470

受取利息及び受取配当金 △18,398 △35,289

支払利息 179,807 185,373

持分法による投資損益（△は益） △17,588 △144,827

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 30,059

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,618 △342,065

仕入債務の増減額（△は減少） △701,096 △41,729

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,336 33,422

未払債務の増減額（△は減少） △101,815 －

その他 △211,804 △113,468

小計 3,646,563 3,828,978

利息及び配当金の受取額 74,029 88,220

利息の支払額 △182,577 △188,246

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 35,352 △429,633

その他 △11,797 △9,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,561,570 3,290,057

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 △2,061,580

有形固定資産の売却による収入 1,132 79

無形固定資産の取得による支出 △427,580 △254,850

投資有価証券の取得による支出 △333,050 △11,925

投資有価証券の売却による収入 － 37,362

関係会社貸付けによる支出 － △900,000

その他 △781 3,221

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,975,429 △3,187,692

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 1,115,000

長期借入れによる収入 3,610,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △3,387,975 △2,360,040

配当金の支払額 △156,397 △200,165

リース債務の返済による支出 △46,127 △38,459

その他 △2,221 △1,394

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,582,721 △485,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,420 △382,694

現金及び現金同等物の期首残高 1,753,051 1,974,839

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,756,472 1,592,145
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該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第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）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年

１月１日～平成22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。 

  

〔海外売上高〕  

 前第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）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年

１月１日～平成22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

  
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

  
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 
 15,055,868  1,961,643  617,113  615,184  18,249,809  －  18,249,809

(2）セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 23,577  700  146,429  4,700  175,406 (175,406) －

計  15,079,445  1,962,343  763,542  619,884  18,425,216 (175,406)  18,249,809

営業利益（又は 

営業損失） 
 3,344,057  24,158  (18,991)  53,328  3,402,552 (1,126,788)  2,275,764

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 

（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）四半期個別経営成績の概況（平成22年１月１日～平成22年６月30日）  

  

  

（２）個別業績予想 

平成22年12月期の個別業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率）

  

（３）売上高等明細表   

  

４．補足情報

  （％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 ％

22年12月期第２四半期  16,870 △10.0  2,232 16.2  2,239  12.9  1,486 18.7

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

  総資産 純資産 

    百万円   百万円

22年12月期第２四半期  43,700   14,182  

21年12月期  43,365   12,934  

  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  31,400  △2.9 1,250 △7.0 1,250 △12.9  800  △3.6 17.98

 項   目 
前年同四半期 

21.1.1～21.6.30 

当四半期 

22.1.1～22.6.30 

対前年同期比 

％ 

前期 

21.1.1～21.12.31  

  

売  上  高  

（百万円） 

  

 ガス売上  16,866  15,079   △10.6  28,490

 受注工事  373  290   △22.4  741

 器具販売等  1,365  1,372   0.5  2,823

 附帯事業  132  128   △3.1  278

   計  18,738  16,870   △10.0  32,333

 ガ ス 販 売 量 

（千㎥）  

 家庭用  41,190  42,517   3.2  64,953

 業務用  79,314  95,001   19.8  174,923

   計  120,504  137,519   14.1  239,877

 需 要 家 戸 数 

（戸）  

 豊橋・豊川  93,921  94,600   0.7  94,244

 浜松・磐田  132,734  132,835   0.1  133,135

   計  226,655  227,435   0.3  227,379
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