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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9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 ％

22年12月期第3四半期 26,473 △4.0 1,928 13.4 1,890 22.2 1,219 37.4
21年12月期第3四半期 27,578 ― 1,701 ― 1,546 ― 887 ―

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3四半期 27.87 ―
21年12月期第3四半期 20.29 ―

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3四半期 55,008 17,346 31.4 394.73
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3四半期  17,261百万円 21年12月期  16,466百万円

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

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

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 1,400 1.6 1,450 17.9 950 57.9 21.72



(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 

（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、四半期連結財務諸表
に対する四半期レビュー手続は実施中であります。 

※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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年12月期3Q 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3Q  929,334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3Q 43,733,753株 21年12月期3Q 43,750,276株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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13.2％増の２億585万８千㎥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5.3％減の214億８千５百万円となりました。このガス売上高の減少等により、連結売上高は同4.0％減の

264億７千３百万円となりました。 

 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22.2％増の18億９千万円、四半期純利益は同37.4％

増の12億１千９百万円となりました。  

 事業セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（ガス事業） 

 当第３四半期連結会計期間末のお客さま戸数は227,290戸（前期末から89戸の減少）となりました。ガス販売量

は、家庭用につきましては年初の気温が低めに推移したことから、前年同期比1.1％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17.8％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13.2％増の２億585万８千㎥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5.3％減の214億８千５百万円となりました。  

 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10.0％増の35億２千６百万円

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1.2％増の30億８千５百万円となり、営業利益は前年同期比71.7％減の１百万円とな

りました。  

（不動産事業） 

 当事業の売上高は前年同期比4.3％増の12億５千万円となり、営業損失は２千２百万円（前年同期は営業損失１千

９百万円）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0.7％減の９億１千８百万円となり、営業利益は前年同期比128.4％増の７千４百万円

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３四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18億４千５百万円増加しました。こ

れは主に、建設仮勘定が19億４千７百万円増加、関係会社長期貸付金が15億６千万円増加、商品及び製品が５億６千

１百万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16億４千９百万円減少、現金及び預金が４億８千１

百万円減少したことによるものであります。  

（負債） 

 当第３四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10億４千８百万円増加しました。こ

れは主に、長期借入金が６億４千２百万円増加、短期借入金が４億４千万円増加、１年以内に期限到来の固定負債が

２億７千２百万円増加したことに対し、役員退職慰労引当金が１億９千万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四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７億９千６百万円増加し173億４千６百

万円となりました。これは主に、利益剰余金が配当の実施により３億５千５百万円減少し、四半期純利益により12億

１千９百万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３四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

４億７千８百万円減少し、14億９千６百万円となりました。  

（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、36億５千７百万円（前年同四半期は43億５千８百万円の資金の獲得）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益18億９千万円と減価償却費33億６千３百万円等の増加要因と、法人税等

の支払額７億３百万円とたな卸資産の増加額６億６千万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、50億８千４百万円（前年同四半期は35億３千２百万円の資金の使用）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32億７千９百万円や無形固定資産の取得による支出３億４百万円、

関係会社貸付による支出15億６千万円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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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は、９億４千８百万円（前年同四半期は９億５千５百万円の資金の使用）となりまし

た。これは主に、長期借入による収入46億円と短期借入金の純増加額４億４千万円の増加要因と、長期借入金の返済

による支出36億７千７百万円と配当金の支払額３億５千５百万円等の減少要因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 

 通期の個別業績予想につきましては、経営効率化による費用の抑制等により、営業利益1,300百万円（前回予想

1,250百万円）、経常利益1,300百万円（前回予想1,250百万円）、当期純利益850百万円（前回予想800百万円）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、持分法による投資利益の減少

が見込まれるため、営業利益は1,400百万円（前回予想1,350百万円）に修正、経常利益と当期純利益は据え置きとい

たしました。 

 なお、平成22年８月10日の第２四半期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  1,350  1,450  950  21.72

今回修正予想（Ｂ）  34,700  1,400  1,450  950  21.72

増減額（Ｂ－Ａ） －  50 － － － 

増減率（％） －  3.7 － － － 

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  1,250  1,250  800  17.98

今回修正予想（Ｂ）  31,400  1,300  1,300  850  19.11

増減額（Ｂ－Ａ） －  50  50  50 － 

増減率（％） －  4.0  4.0  6.3 － 

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３四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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,083,618 1,191,454

供給設備 22,927,245 24,577,178

業務設備 3,388,371 3,433,142

その他の設備 4,692,567 4,898,839

建設仮勘定 3,062,334 1,114,893

有形固定資産合計 35,154,138 35,215,508

無形固定資産   

無形固定資産合計 1,738,075 1,480,702

投資その他の資産   

投資有価証券 9,129,027 9,319,688

関係会社長期貸付金 1,800,000 240,000

繰延税金資産 517,180 476,053

その他投資 280,302 273,138

貸倒引当金 △42,790 △43,719

投資その他の資産合計 11,683,720 10,265,160

固定資産合計 48,575,933 46,961,371

流動資産   

現金及び預金 1,502,344 1,984,089

受取手形及び売掛金 2,472,116 2,442,745

商品及び製品 625,556 64,500

仕掛品 1,296,126 1,192,957

原材料及び貯蔵品 180,229 184,367

繰延税金資産 212,020 211,866

その他流動資産 178,935 150,629

貸倒引当金 △34,553 △29,227

流動資産合計 6,432,774 6,201,930

資産合計 55,008,708 53,163,302
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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 20,223,058 19,580,737

繰延税金負債 43,799 40,461

退職給付引当金 1,705,992 1,633,269

役員退職慰労引当金 252,995 443,990

ガスホルダー修繕引当金 117,301 125,245

その他固定負債 348,309 397,626

固定負債合計 22,691,454 22,221,329

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 5,102,491 4,829,839

支払手形及び買掛金 2,230,186 2,185,952

短期借入金 4,462,000 4,022,000

未払法人税等 470,912 557,899

繰延税金負債 549 519

賞与引当金 341,993 430,833

ポイント引当金 74,600 64,400

その他流動負債 2,288,124 2,300,572

流動負債合計 14,970,858 14,392,018

負債合計 37,662,313 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 1,688,050 1,688,086

利益剰余金 12,283,965 11,420,862

自己株式 △199,626 △199,503

株主資本合計 16,935,179 16,072,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 326,423 394,304

評価・換算差額等合計 326,423 394,304

少数株主持分 84,792 83,415

純資産合計 17,346,395 16,549,954

負債純資産合計 55,008,708 53,163,302
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 27,578,349 26,473,109

売上原価 15,690,447 14,553,308

売上総利益 11,887,902 11,919,800

供給販売費及び一般管理費 10,186,564 9,990,839

営業利益 1,701,338 1,928,960

営業外収益   

受取利息 836 8,973

受取配当金 18,584 23,166

持分法による投資利益 － 69,688

受取賃貸料 121,464 120,802

その他 55,151 51,477

営業外収益合計 196,035 274,108

営業外費用   

支払利息 270,057 275,076

持分法による投資損失 50,530 －

その他 29,854 37,686

営業外費用合計 350,442 312,763

経常利益 1,546,931 1,890,306

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 1,481,868 1,890,306

法人税等 599,614 669,890

法人税等調整額 △2,020 －

法人税等合計 597,593 669,890

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,231 1,377

四半期純利益 887,505 1,219,038
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９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 1,481,868 1,890,306

減価償却費 3,497,123 3,363,551

減損損失 15,263 －

長期前払費用償却額 3,984 2,934

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,624 4,396

賞与引当金の増減額（△は減少） △112,005 △88,840

ポイント引当金の増減額（△は減少） 61,200 10,200

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 20,795 △7,944

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93,489 72,723

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,825 △190,995

受取利息及び受取配当金 △19,420 △32,140

支払利息 270,057 275,076

持分法による投資損益（△は益） 50,530 △69,688

投資有価証券評価損益（△は益） 10,694 －

売上債権の増減額（△は増加） 753,701 970

たな卸資産の増減額（△は増加） △338,193 △660,085

仕入債務の増減額（△は減少） △893,875 48,481

未払消費税等の増減額（△は減少） △978 △9,997

未払債務の増減額（△は減少） △111,560 －

その他 △92,557 △97,387

小計 4,708,318 4,511,559

利息及び配当金の受取額 121,663 134,850

利息の支払額 △271,951 △283,353

法人税等の支払額 △183,284 △703,360

その他 △16,252 △1,712

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,358,493 3,657,983

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 △2,248,299 △3,279,630

有形固定資産の売却による収入 1,132 31,563

無形固定資産の取得による支出 △662,795 △304,040

投資有価証券の取得による支出 △392,678 △11,925

投資有価証券の売却による収入 11,762 37,362

関係会社貸付けによる支出 △240,000 △1,560,000

その他 △1,524 1,735

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,532,402 △5,084,934

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） △2,100,000 440,000

長期借入れによる収入 6,560,000 4,600,000

長期借入金の返済による支出 △5,036,545 △3,677,010

配当金の支払額 △312,423 △355,935

リース債務の返済による支出 △63,693 △57,118

その他 △2,463 △1,730

財務活動によるキャッシュ・フロー △955,125 948,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129,034 △478,745

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 1,624,017 1,496,094
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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３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年９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３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年

１月１日～平成22年９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３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年

１月１日～平成22年９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 
 22,636,298  3,047,046  978,119  916,885  27,578,349  －  27,578,349

(2）セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 44,205  984  220,963  7,500  273,654 (273,654) －

計  22,680,504  3,048,031  1,199,083  924,385  27,852,004 (273,654)  27,578,349

営業利益（又は 

営業損失） 
 3,204,813  5,110 (19,611)  32,614  3,222,927 (1,521,589)  1,701,338

  
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 
 21,446,869  3,084,567  1,030,924  910,747  26,473,109  －  26,473,109

(2）セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 38,762  660  219,596  7,610  266,628 (266,628) －

計  21,485,631  3,085,228  1,250,520  918,357  26,739,737 (266,628)  26,473,109

営業利益（又は 

営業損失） 
 3,526,727  1,444 (22,585)  74,502  3,580,088 (1,651,127)  1,928,960

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９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３四半期  24,335 △4.7  1,883 12.9  1,904  9.3    1,267 15.8

21年12月期第３四半期  25,533 － 1,667 － 1,741  －  1,094 －

  総資産 純資産 

    百万円   百万円

22年12月期第３四半期  44,738   13,769  

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 1,300 △3.3 1,300 △9.4  850  2.4 19.11

 項   目 
前年同四半期 

21.1.1～21.9.30 

当四半期 

22.1.1～22.9.30 

対前年同期比 

％ 

前期 

21.1.1～21.12.31  

  

売  上  高  

（百万円） 

  

 ガス売上  22,680  21,485   △5.3  28,490

 受注工事  562  459   △18.3  741

 器具販売等  2,075  2,177   4.9  2,823

 附帯事業  214  212   △0.7  278

   計  25,533  24,335   △4.7  32,333

 ガ ス 販 売 量 

（千㎥）  

 家庭用  50,503  51,051   1.1  64,953

 業務用  131,381  154,806   17.8  174,923

   計  181,884  205,858   13.2  239,877

 需 要 家 戸 数 

（戸）  

 豊橋・豊川  94,032  94,676   0.7  94,244

 浜松・磐田  132,895  132,614   △0.2  133,135

   計  226,927  227,290   0.2  227,379
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