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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）

 (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 23,808 6.3 1,794 28.9 1,811 28.7 1,126 34.5
21年12月期第２四半期 22,402 ― 1,391 ― 1,408 ― 837 ―

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 71 21 71 09
21年12月期第２四半期 50 53 50 51

 (2) 連結財政状態

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 26,726 18,099 67.4 1,138 26
   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２四半期 18,009百万円  21年12月期 16,941百万円

2. 配当の状況

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 ― 4 00 ― 4 00 8 00

 22年12月期 ― 4 00

 22年12月期(予想) ― 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 45,945 11.4 1,580 8.4 1,595 7.1 920 6.4 58 15



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

  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[添付資料]Ｐ.３「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情

報 (３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4. その他（詳細は【添付資料】Ｐ.４「２．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

   (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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年12月期２Ｑ 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２Ｑ 1,602,196株 21年12月期 1,598,443株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 15,823,392株 21年12月期２Ｑ 16,578,000株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

  (※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資は低迷し、雇用情勢は厳しい状況にありま

したが、個人消費の持ち直しや企業収益の改善等、景気に緩やかな復調の兆しが見られました。 

 こうしたなかで、当社グループは引き続き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、大口需要家向けのガス販売量が増加しましたこと等により、前年同期に比べて

6.3％増加の238億８百万円となりました。 

 一方、営業費用につきましては、ガス販売量の増加に伴い原料ガスの購入量が増加しましたこと等によ

り、4.8％増加の220億14百万円となりました。 

 この結果、営業利益につきましては28.9％増加の17億94百万円、経常利益は28.7％増加の18億11百万

円、四半期純利益は34.5％増加の11億26百万円となりました。 

 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、前年同期に比べて気温が低めに推移しましたことや、昨年より供給を開始しま

した大口需要家への販売が期を通じて寄与しましたこと等により、17.4％増加の425,336千m3（39MJ/m3換

算）となりました。 

 売上高につきましては、輸入エネルギー価格低下の影響を受けて大口需要家向けの販売価格が低めに推

移しましたが、販売量の増加により、5.9％増加の218億11百万円となりました。 

 営業費用につきましては、原料ガスの購入価格は低下しましたが、購入量の増加により、4.4％増加の

196億30百万円となりました。この結果、営業利益につきましては、22.1％増加の21億80百万円となりま

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、前年同期に比べて1.5％減少の２億74

百万円となり、営業費用につきましても、1.5％減少の２億68百万円となりましたが、営業利益につきま

しては、1.0％増加の５百万円となりました。 

  

(器具販売) 

 売上高につきましては、大型物件向け空調機器の販売が減少しましたこと等により、前年同期に比べて

4.5％減少の６億37百万円となり、営業費用につきましても、9.4％減少の５億51百万円となりましたが、

営業利益につきましては、46.6％増加の86百万円となりました。 

  

(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こと等により、前年

同期に比べて30.4％増加の12億85百万円となり、営業費用につきましても、32.3％増加の11億64百万円と

なりました。この結果、営業利益につきましては、14.7％増加の１億21百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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９億81百万円増加し、267億26百万円となりました。  

 「未払法人税等」が増加したものの、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１億円減少し86億26百万円となり

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10億82百万円増加し180億99百万円となりました。なお、自己資本比率は67.4％と

なりました。  

  

  

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22年８月６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。 

  

(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。  

  

会計処理基準等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. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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   

供給設備 9,859,928 10,255,840

業務設備 2,486,259 2,030,880

その他の設備 370,622 397,083

建設仮勘定 198,253 184,809

有形固定資産合計 12,915,062 12,868,613

無形固定資産   

その他 403,386 419,592

無形固定資産合計 403,386 419,592

投資その他の資産   

投資有価証券 781,721 973,891

その他 1,089,425 1,111,950

貸倒引当金 △29,480 △29,863

投資その他の資産合計 1,841,665 2,055,977

固定資産合計 15,160,115 15,344,183

流動資産   

現金及び預金 4,072,099 3,182,013

受取手形及び売掛金 3,965,568 4,044,468

有価証券 2,924,222 2,721,770

その他 612,060 459,951

貸倒引当金 △7,968 △8,060

流動資産合計 11,565,982 10,400,143

資産合計 26,726,098 25,744,327

負債の部   

固定負債   

長期借入金 761,640 897,440

退職給付引当金 1,620,933 1,660,632

ガスホルダー修繕引当金 159,059 142,162

その他 55,050 59,384

固定負債合計 2,596,682 2,759,619

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 272,460 274,540

買掛金 3,169,989 3,261,829

短期借入金 391,000 391,000

未払法人税等 758,349 287,306

その他 1,437,725 1,752,438

流動負債合計 6,029,524 5,967,114

負債合計 8,626,207 8,726,733
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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) 

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 14,752,747 13,689,248

自己株式 △994,024 △992,294

株主資本合計 18,016,568 16,954,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,241 △12,947

評価・換算差額等合計 △7,241 △12,947

新株予約権 21,976 9,826

少数株主持分 68,587 65,917

純資産合計 18,099,890 17,017,594

負債純資産合計 26,726,098 25,744,327
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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 22,402,611 23,808,982

売上原価 17,594,287 18,620,918

売上総利益 4,808,324 5,188,063

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 2,849,495 2,801,085

一般管理費 567,078 592,941

供給販売費及び一般管理費合計 3,416,574 3,394,027

営業利益 1,391,750 1,794,036

営業外収益   

受取利息 13,534 10,461

受取配当金 6,649 6,696

受取賃貸料 8,773 6,746

その他 9,971 16,149

営業外収益合計 38,929 40,055

営業外費用   

支払利息 19,802 18,419

その他 2,773 4,018

営業外費用合計 22,575 22,438

経常利益 1,408,104 1,811,653

特別損失   

投資有価証券評価損 66,704 －

貸倒引当金繰入額 － 990

ゴルフ会員権評価損 － 455

特別損失合計 66,704 1,445

税金等調整前四半期純利益 1,341,400 1,810,208

法人税等 506,377 680,736

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,638 2,670

四半期純利益 837,661 1,126,801
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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 1,341,400 1,810,208

減価償却費 853,711 872,390

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,033 △474

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,151 △39,699

前払年金費用の増減額（△は増加） 3,659 1,952

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 △17,158

支払利息 19,802 18,419

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） 1,545,417 120,326

仕入債務の増減額（△は減少） △1,457,427 △91,839

未払消費税等の増減額（△は減少） 87,801 △8,884

その他 △287,440 △252,335

小計 2,030,762 2,412,905

利息及び配当金の受取額 19,121 17,341

利息の支払額 △20,397 △19,223

法人税等の支払額 △280,440 △256,166

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,749,046 2,154,856

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 － △399,357

有価証券の償還による収入 200,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,173,927 △1,081,961

工事負担金等受入による収入 42,016 89,787

無形固定資産の取得による支出 △15,110 △79,375

投資有価証券の取得による支出 △200,250 △300

貸付金の回収による収入 4,180 10,327

その他 △6,649 576

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,149,740 △1,360,302

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 △137,880

配当金の支払額 △86,281 △63,129

自己株式の取得による支出 △947,046 △1,730

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 △202,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △574,731 591,814

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 4,843,811 5,505,280
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該当事項はありません。 

  

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) 

 
(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)及び当第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)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)及び当第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)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。 

  

(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

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

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

21,809,153 274,026 637,272 1,088,531 23,808,982 ― 23,808,982

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,490 ― 221 197,281 199,993 (199,993) ―

計 21,811,644 274,026 637,493 1,285,812 24,008,976 (199,993) 23,808,982

営業利益 2,180,776 5,094 86,484 121,777 2,394,132 (600,095) 1,794,036

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】
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該当事項はありません。 

(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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