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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）平成22年３月期第２四半期は連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年3月期第2四半期 4,316 ― △45 ― △60 ― △39 ―

22年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年3月期第2四半期 △5.24 ―

22年3月期第2四半期 ― ―

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

23年3月期第2四半期 11,238 6,125 54.5 809.52
22年3月期 12,499 6,192 49.5 818.41

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,125百万円 22年3月期  6,192百万円

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  
 

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

22年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00

23年3月期 ― 3.50

23年3月期 
（予想）

― 3.50 7.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,115 5.1 533 3.2 494 3.7 308 △15.1 40.81



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 7,586,000株 22年3月期  7,586,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  18,938株 22年3月期  18,938株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 7,567,062株 22年3月期2Q 7,567,062株

※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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．平成21年10月１日付で唯一の連結子会社であるリノーバ東日本株式会社を吸収合併いたしましたため、平成22年３月期第３四半期より連結から非連
結の開示となりました。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の都市ガスの販売量は、この夏の記録的な猛暑により気温・水温が前年同期に比べ高く推

移し減少要因となったものの、積極的な営業活動によってお客さま件数が増加したことから家庭用が増加し、業務

用が空調・給湯需要の伸張により全体では3.4％増加しました。売上高は、原料費調整制度による実収単価の下落

が要因となり、減少いたしました。 

一方、ＬＰガスの販売量は、積極的な需要開発によるお客さま件数の増大により前年同期に比べ24.5％の伸びと

なりました。また、売上高につきましては、ＬＰガスの販売量増加に比例して38.0％と大きく伸びました。その結

果、全体の売上高は4,316百万円（前年同期比0.8％減）となりました。 

利益面につきましては、都市ガスの仕入価格の上昇と実収単価の値下げによる粗利益の減少と需要開発費用等の

増加により、営業損失45百万円（前年同期は営業利益192百万円）、経常損失60百万円（前年同期は経常利益171百

万円）、第２四半期純損失は39百万円（前年同期は第２四半期純利益99百万円）と減収減益となりました。 

  

事業の種類別の業績は次のとおりであります。 

  

〔都市ガス事業〕 

当第２四半期末のお客さま件数は、前年同期末に比べ1,230戸増の81,147戸となり、ガス販売量は、前年同期

に比べ3.4％増加の21,874千ｍ3となりました。 

ガス販売量を用途別に見ますと、家庭用につきましては、第１四半期が低気温で推移し、第２四半期の猛暑と

いった気温の変動要因で減少したものの、新規顧客の増加もあって、前年同期に比べ1.1％増加の11,750千ｍ3と

なりました。また、業務用につきましては、工業用が景気低迷の影響で需要が減少したものの、商業用、その他

用途の空調需要が伸びたことで、前年同期に比べ6.2％増加の10,123千ｍ3となりました。 

ガス売上高につきましては、ガス販売量は伸びたものの、実収単価の下落により、前年同期に比べ1.9％減少

の2,894百万円となりました。 

受注工事・器具販売の売上高につきましては、積極的な営業活動の展開により受注工事売上は増加いたしまし

たが、地域経済の低迷による買い控え等により器具、リフォーム受注が落ち込み前年同期に比べ11.6％減少の

715百万円となりました。 

〔ＬＰガス事業〕 

当第２四半期末のＬＰガスのお客さま件数は、５事業所体制による積極的な事業展開のもと、新規のお客さま

獲得営業を推進した結果、前年同期末に比べ1,886戸増の8,499戸となりました。売上高は、ガス販売量が前年同

期に比べ24.5％増加となりましたことに加え、新たなお客さまへの機器売上の増加等により、前年同期に比べ

19.9％増加の707百万円となりました。 

  

なお、当社の業績は、季節的変動が著しいガス事業のウェイトが高いため、その性質上ガスの需要期にあたる

冬期（下期）に売上高が偏る傾向があります。 

（注）上記記載の文章中、前年同期との比較については単体の前年同四半期累計期間と比較しております。ま

た、全体の売上高には、営業雑収益及び附帯事業収益を含めております。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は11,238百万円となり、前事業年度末に比べ1,260百万円の減少となりました。その主

な要因は、現金及び預金の減少額695百万円、減価償却による有形固定資産の減少額330百万円等によるものであり

ます。 

当第２四半期末の負債合計は5,112百万円となり、前事業年度末に比べ1,193百万円の減少となりました。その主

な要因は、未払法人税等の減少額103百万円、買掛金の減少額123百万円、関係会社短期債務の減少額1,011百万円

等によるものであります。 

当第２四半期末の純資産は6,125百万円となり、前事業年度末に比べ67百万円の減少となりました。その主な要

因は、第２四半期純損失39百万円の計上と配当金の支払額26百万円等によるものであります。この結果、自己資本

比率は54.5％と前事業年度末に比べ5.0ポイント上昇いたしました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年４月28日の決算短信で発表いたしました通期の業績予想を

変更しておりません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

・簡便な会計処理 

１．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。 

２．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は、前事業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ので、前事業年度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

を利用する方法によっております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 337,011 341,643

供給設備 8,297,120 8,806,641

業務設備 638,675 465,461

附帯事業設備 97,568 100,717

建設仮勘定 68,149 54,757

有形固定資産合計 9,438,524 9,769,221

無形固定資産   

のれん 61,481 75,860

借地権 6,900 6,900

その他無形固定資産 30,558 30,720

無形固定資産合計 98,939 113,481

投資その他の資産   

投資有価証券 10,369 12,146

社内長期貸付金 33,181 35,856

長期前払費用 140,309 161,188

繰延税金資産 157,100 154,927

その他投資 119,596 101,075

投資その他の資産合計 460,557 465,194

固定資産合計 9,998,022 10,347,896

流動資産   

現金及び預金 606,308 1,301,680

受取手形 400 －

売掛金 282,947 345,217

関係会社売掛金 2,717 6,315

未収入金 41,120 104,658

製品 78,575 150,402

原料 3,518 2,575

貯蔵品 17,390 33,788

前払金 － 14,790

前払費用 10,827 10,768

関係会社短期債権 168 82

繰延税金資産 66,703 48,346

その他流動資産 5,106 4,621

附帯事業流動資産 133,894 137,346

貸倒引当金 △9,270 △9,120

流動資産合計 1,240,409 2,151,472

資産合計 11,238,432 12,499,369
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 1,892,060 1,734,530

退職給付引当金 288,673 290,693

役員退職慰労引当金 76,277 64,928

ガスホルダー修繕引当金 222,498 205,359

その他固定負債 106,937 111,500

固定負債合計 2,586,446 2,407,011

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 710,799 785,775

買掛金 207,604 338,287

短期借入金 500,000 500,000

未払金 190,394 233,489

未払費用 33,762 32,779

未払法人税等 24,966 128,229

前受金 18,578 32,800

預り金 23,374 21,559

関係会社支払手形 527,464 1,099,134

関係会社買掛金 47,545 76,242

関係会社未払金 41,792 437,713

賞与引当金 84,362 73,651

附帯事業流動負債 115,633 139,733

流動負債合計 2,526,278 3,899,396

負債合計 5,112,725 6,306,408

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 203,838 203,838

利益剰余金 5,328,805 5,394,925

自己株式 △9,078 △9,078

株主資本合計 6,123,565 6,189,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,141 3,275

評価・換算差額等合計 2,141 3,275

純資産合計 6,125,706 6,192,961

負債純資産合計 11,238,432 12,499,369
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

製品売上  

ガス売上 2,894,063

製品売上合計 2,894,063

売上原価  

期首たな卸高 150,402

当期製品製造原価 69,283

当期製品仕入高 1,060,750

当期製品自家使用高 8,378

期末たな卸高 78,575

売上原価合計 1,193,482

売上総利益 1,700,581

供給販売費 1,575,956

一般管理費 283,776

供給販売費及び一般管理費 1,859,733

事業損失（△） △159,152

営業雑収益  

受注工事収益 163,991

器具販売収益 551,791

営業雑収益合計 715,782

営業雑費用  

受注工事費用 142,426

器具販売費用 448,483

営業雑費用合計 590,909

附帯事業収益 707,000

附帯事業費用 718,226

営業損失（△） △45,503

営業外収益  

受取利息 236

受取配当金 108

不動産賃貸料 1,073

保険配当金 4,261

雑収入 702

営業外収益合計 6,382

営業外費用  

支払利息 21,011

雑支出 530

営業外費用合計 21,541

経常損失（△） △60,663

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,140

特別利益合計 1,140

税引前四半期純損失（△） △59,523

法人税等調整額 △19,887

法人税等合計 △19,887

四半期純損失（△） △39,635
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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４．補足情報 
（参考）四半期連結財務諸表 
 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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,360,387

売上原価 2,349,720

売上総利益 2,010,667

供給販売費及び一般管理費  

供給販売費 1,536,433

一般管理費 275,664

供給販売費及び一般管理費合計 1,812,097

営業利益 198,569

営業外収益  

受取利息 291

受取配当金 101

受取保険金 3,758

不動産賃貸料 1,410

その他 620

営業外収益合計 6,182

営業外費用  

支払利息 27,286

営業外費用合計 27,286

経常利益 177,465

特別利益  

貸倒引当金戻入額 860

特別利益合計 860

特別損失  

退職給付費用 14,830

特別損失合計 14,830

税金等調整前四半期純利益 163,495

法人税、住民税及び事業税 44,600

法人税等調整額 16,776

法人税等合計 61,376

四半期純利益 102,119
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