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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第90期

第２四半期連結
累計期間

第91期
第２四半期連結
累計期間

第90期

会計期間
自平成23年１月１日
至平成23年６月30日

自平成24年１月１日
至平成24年６月30日

自平成23年１月１日
至平成23年12月31日

売上高（千円） 20,217,614 22,410,903 38,249,083

経常利益（千円） 2,580,442 2,640,141 1,641,149

四半期（当期）純利益（千円） 1,685,853 1,616,053 1,040,046

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
1,656,257 1,662,746 988,751

純資産額（千円） 18,643,827 19,324,411 17,819,317

総資産額（千円） 56,238,239 59,132,296 58,854,396

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
38.56 36.97 23.79

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 33.0 32.6 30.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
3,618,044 4,254,945 5,924,841

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3,675,174 △4,131,131 △7,173,315

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△786,628 △842,991 1,492,321

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,421,135 1,789,564 2,508,742

　

回次
第90期

第２四半期連結
会計期間

第91期
第２四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
15.47 15.66

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第90期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

　なお、南遠州パイプライン㈱を平成24年４月２日に設立したため、当第２四半期連結累計期間において、同社を持分法

適用の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

     当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間のガス販売量は、自動車関連産業を中心とした生産の回復や新規需要の開発により工

業用の販売量が増加し、前年同期比14.0％増の１億5,044万２千㎥となりました。ガス売上高（付随する受注工事及

び器具販売を除く）は、ガス販売量の増加と原料費調整制度に基づく販売単価の調整により、同22.4％増の186億３

千７百万円となりました。このガス売上高の増加等により、連結売上高は同10.8％増の224億１千万円となりまし

た。

　利益につきましては、ガス事業において、田原第二幹線の完成に伴う減価償却費の増加等がありましたが、ガス販

売量の増加により利益が増加しました。しかしながら、不動産事業において分譲土地建物売上高が減少したため、営

業利益は前年同期比0.3％減の23億１千５百万円となりました。経常利益は、関連会社の増益に伴う持分法による投

資利益の増加や関連会社への貸付に対する受取利息の増加等により、同2.3％増の26億４千万円となりました。四半

期純利益は、税制改正の実効税率の引き下げに伴う繰延税金資産の取り崩し等により、見積実効税率が変更され法

人税等が増加したことや、不動産事業において減損損失が計上されたことにより、同4.1％減の16億１千６百万円と

なりました。
　
　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228,610戸となりました。ガス販売量は、家庭用につきましては前

年同期比0.3％の増加となりました。業務用につきましては、自動車関連産業を中心とした生産の回復や新規需要の

開発により工業用の販売量が増加し、同20.6％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、同

14.0％増の１億5,044万２千㎥となりました。

　当事業の売上高（付随する受注工事及び器具販売を含む）は、ガス販売量の増加と原料費調整制度に基づく販売

単価の調整により、前年同期比20.4％増の208億７千７百万円となりました。営業利益は、同3.5％増の21億８千７百

万円となりました。　

（不動産事業）

　当事業の売上高は、当期において新規の分譲マンション建設がなかったことから分譲土地建物売上高が減少し、前

年同期比55.0％減の11億３千１百万円となりました。営業利益は、同51.2％減の８千５百万円となりました。

（その他の事業）

　当事業の売上高は、建設残土処理事業を行う子会社の業績回復により、前年同期比8.0％増の６億５百万円となり、

営業利益は同133.6％増の２千９百万円となりました。 
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(2）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２億７千７百万円増加しました。こ

れは主に、建設仮勘定が13億２千４百万円増加（内、磐浜幹線工事に係る増加額は11億45百万円）、静浜パイプライ

ン㈱への貸付けにより関係会社長期貸付金が８億円増加、持分法投資利益の計上や当第２四半期連結会計期間に新

設された南遠州パイプライン㈱への２億円の出資により投資有価証券が５億７百万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９億２千２百万円減少、現金及び預金が７億１千７百万円減少、受取手形及び売掛金が

２億６千３百万円減少したことによるものであります。

　なお、当第２四半期連結会計期間末における静浜パイプライン建設工事に係る主な資産の残高は、磐浜幹線工事の

建設仮勘定43億５百万円、静浜パイプライン㈱への関係会社長期貸付金45億５千万円であります。

（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12億２千７百万円減少しました。こ

れは主に、長期借入金が29億７千５百万円増加、未払法人税等が７億７千９百万円増加したことに対し、１年以内に

期限到来の固定負債が28億１千５百万円減少、短期借入金が８億１千８百万円減少、その他流動負債が７億１百万

円減少、支払手形及び買掛金が４億４千万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15億５百万円増加しました。これは主

に、利益剰余金が配当の実施により１億５千５百万円減少したことに対し、四半期純利益により16億１千６百万円

増加したことによるものであります。

　 

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累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

７億１千９百万円減少し、17億８千９百万円となりました。

（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、42億５千４百万円（前年同四半期は36億１千８百万円の資金の獲得）となりま

した。これは主に、税金等調整前四半期純利益26億２千万円、減価償却費24億５千４百万円及び売上債権の減少額２

億４千８百万円等の増加要因と、持分法による投資利益３億４千万円、仕入債務の減少額４億４千万円及び法人税

等の支払額２億５千２百万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、41億３千１百万円（前年同四半期は36億７千５百万円の資金の使用）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31億１千４百万円と静浜パイプライン㈱への関係会社貸付けに

よる支出８億円、南遠州パイプライン㈱の投資有価証券の取得による支出２億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、８億４千２百万円（前年同四半期は７億８千６百万円の資金の使用）となりま

した。これは主に、長期借入れによる収入61億３千２百万円の増加要因と、短期借入金の純減少額８億１千８百万

円、長期借入金の返済による支出59億７千１百万円及び配当金の支払額１億５千５百万円等の減少要因によるもの

であります。
　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　
　
(5）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数 （株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数 （株）
（平成24年８月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 44,659,752 44,659,752
名古屋証券取引所

市場第二部

単元株式数は1,000

株であります。

計 44,659,752 44,659,752 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

　

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

　

(4)【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数（千株） 資本金（千円） 資本準備金（千円）
増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高

平成24年４月１日～

平成24年６月30日 
－ 44,659 － 3,162,789 － 1,685,117
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(6)【大株主の状況】

 平成24年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 2,196 4.91

三井住友信託銀行株式会社  

（（常任代理人）日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社）　

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 
　
（東京都中央区晴海一丁目８番11号）

2,196 4.91

ガステックサービス株式会社
豊橋市駅前大通一丁目55番地

サーラタワー
2,185 4.89

明治安田生命保険相互会社

（（常任代理人）資産管理サービ

ス信託銀行株式会社）　

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号

（東京都中央区晴海一丁目８番12号）
1,870 4.18

中部瓦斯従業員持株会
豊橋市駅前大通一丁目55番地

サーラタワー
1,753 3.92

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,562 3.49

株式会社静岡銀行

（（常任代理人）日本マスタート

ラスト信託銀行株式会社）　

静岡市葵区呉服町一丁目10番地

（東京都港区浜松町二丁目11番３号）
1,320 2.95

神野信郎 豊橋市 1,077 2.41

株式会社中部 豊橋市神野新田町字トノ割28番地 1,000 2.24

ヤマサちくわ株式会社 豊橋市下地町橋口30番地１ 1,000 2.23

計 － 16,160 36.18

（注）　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（中央三井アセット信託銀行再信託分・ＣＭＴＢエクイティイン

ベストメンツ株式会社信託口）の名義は、平成24年３月１日をもって当該名義の委託者であるＣＭＴＢエクイ

ティインベストメンツ株式会社が同社の完全親会社である中央三井信託銀行株式会社と合併したことに伴い、中

央三井信託銀行株式会社となっております。

　なお、中央三井信託銀行株式会社は、平成24年４月１日をもって住友信託銀行株式会社、中央三井アセット信託

銀行株式会社と合併し、三井住友信託銀行株式会社となっております。
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　193,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 44,074,000 44,074 －

単元未満株式 普通株式　    392,752 － －

発行済株式総数 44,659,752 － －

総株主の議決権 － 44,074 －

　　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式983株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

中部瓦斯株式会社
愛知県豊橋市駅前大通一丁

目55番地サーラタワー
193,000 － 193,000 0.43

計 － 193,000 － 193,000 0.43

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）及び「ガス事業会計規則」（昭和29年通商産業省令第15号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 931,279 881,878

供給設備 23,220,295 22,297,411

業務設備 3,521,407 3,478,858

その他の設備 5,156,202 5,016,823

建設仮勘定 3,942,089 5,266,777

有形固定資産合計 36,771,273 36,941,748

無形固定資産

無形固定資産合計 1,456,355 1,290,308

投資その他の資産

投資有価証券 9,392,850 9,900,528

関係会社長期貸付金 3,750,000 4,550,000

繰延税金資産 512,977 498,995

その他投資 284,402 280,215

貸倒引当金 △41,319 △40,719

投資その他の資産合計 13,898,911 15,189,018

固定資産合計 52,126,540 53,421,075

流動資産

現金及び預金 2,515,742 1,798,064

受取手形及び売掛金 3,019,377 2,755,969

商品及び製品 610,564 449,094

仕掛品 63,053 191,871

原材料及び貯蔵品 202,869 159,817

繰延税金資産 210,031 200,623

その他流動資産 153,522 200,603

貸倒引当金 △47,304 △44,825

流動資産合計 6,727,856 5,711,220

資産合計 58,854,396 59,132,296
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

固定負債

長期借入金 18,522,225 21,497,439

繰延税金負債 37,948 41,330

退職給付引当金 1,723,423 1,733,712

役員退職慰労引当金 212,490 195,640

ガスホルダー修繕引当金 95,510 108,120

その他固定負債 205,131 185,026

固定負債合計 20,796,728 23,761,268

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 9,440,148 6,625,139

支払手形及び買掛金 3,158,463 2,717,730

短期借入金 4,005,000 3,187,000

未払法人税等 361,526 1,140,802

繰延税金負債 548 559

賞与引当金 436,588 237,692

ポイント引当金 87,900 91,300

その他流動負債 2,748,176 2,046,391

流動負債合計 20,238,351 16,046,616

負債合計 41,035,079 39,807,884

純資産の部

株主資本

資本金 3,162,789 3,162,789

資本剰余金 1,688,009 1,687,702

利益剰余金 12,788,875 14,249,264

自己株式 △202,165 △203,845

株主資本合計 17,437,509 18,895,911

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 311,466 359,019

その他の包括利益累計額合計 311,466 359,019

少数株主持分 70,341 69,481

純資産合計 17,819,317 19,324,411

負債純資産合計 58,854,396 59,132,296
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 ※1
 20,217,614

※1
 22,410,903

売上原価 11,127,722 13,079,696

売上総利益 9,089,892 9,331,207

供給販売費及び一般管理費 ※2
 6,767,997

※2
 7,015,231

営業利益 2,321,894 2,315,976

営業外収益

受取利息 27,661 51,880

受取配当金 16,961 16,013

持分法による投資利益 310,658 340,717

受取賃貸料 79,613 84,904

その他 23,807 39,892

営業外収益合計 458,701 533,408

営業外費用

支払利息 182,463 181,631

その他 17,690 27,611

営業外費用合計 200,154 209,243

経常利益 2,580,442 2,640,141

特別損失

減損損失 － 19,541

特別損失合計 － 19,541

税金等調整前四半期純利益 2,580,442 2,620,599

法人税等 905,403 1,005,406

少数株主損益調整前四半期純利益 1,675,038 1,615,193

少数株主損失（△） △10,814 △860

四半期純利益 1,685,853 1,616,053
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【四半期連結包括利益計算書】
【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23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,675,038 1,615,193

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25,847 39,723

持分法適用会社に対する持分相当額 7,066 7,830

その他の包括利益合計 △18,781 47,553

四半期包括利益 1,656,257 1,662,746

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,667,071 1,663,606

少数株主に係る四半期包括利益 △10,814 △860
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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23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24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 2,580,442 2,620,599

減価償却費 2,308,533 2,454,122

減損損失 － 19,541

長期前払費用償却額 1,916 1,966

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,210 △3,079

賞与引当金の増減額（△は減少） △215,278 △198,896

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6,500 3,400

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 12,983 12,610

退職給付引当金の増減額（△は減少） 150 10,289

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △57,397 △16,850

受取利息及び受取配当金 △44,622 △64,416

支払利息 182,463 181,631

持分法による投資損益（△は益） △310,658 △340,717

売上債権の増減額（△は増加） 62,900 248,930

たな卸資産の増減額（△は増加） 70,527 75,703

仕入債務の増減額（△は減少） △285,137 △440,491

未払消費税等の増減額（△は減少） 259,271 77,404

その他 △586,161 △122,079

小計 3,987,643 4,519,667

利息及び配当金の受取額 120,779 162,965

利息の支払額 △185,153 △180,112

法人税等の支払額 △298,554 △252,285

その他 △6,671 4,710

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,618,044 4,254,945

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 △2,796,695 △3,114,305

有形固定資産の売却による収入 761 150

無形固定資産の取得による支出 △46,735 △15,873

投資有価証券の取得による支出 △24,000 △200,000

関係会社貸付けによる支出 △810,000 △800,000

その他 1,495 △1,102

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,675,174 △4,131,131

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） △1,087,000 △818,000

長期借入れによる収入 3,218,000 6,132,000

長期借入金の返済による支出 △2,725,686 △5,971,106

配当金の支払額 △155,581 △155,855

リース債務の返済による支出 △35,693 △27,833

その他 △667 △2,196

財務活動によるキャッシュ・フロー △786,628 △842,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △843,758 △719,177

現金及び現金同等物の期首残高 2,264,893 2,508,742

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,421,135

※1
 1,789,564
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日）

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。

 

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

　１　偶発債務

金融機関よりの借入金に対する債務保証

静浜パイプライン㈱ 3,400,000　 千円

豊橋ケーブルネット

ワーク㈱
138,400　 千円

　

　１　偶発債務

金融機関よりの借入金に対する債務保証

静浜パイプライン㈱ 4,235,000　 千円

豊橋ケーブルネット

ワーク㈱
110,000　 千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日）

※１　ガス事業が、売上高の大半を占めているため、事業の

性質上気温等の影響により、著しい季節的変動があ

ります。

※２　供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額 232,243 千円

退職給付費用 158,510  

ガスホルダー修繕引当金繰

入額 
12,983  

役員退職慰労引当金繰入額 7,712  

貸倒引当金繰入額 1,422  

減価償却費 2,105,001  

 

※１　ガス事業が、売上高の大半を占めているため、事業の

性質上気温等の影響により、著しい季節的変動があ

ります。

※２　供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額 234,726 千円

退職給付費用 158,741  

ガスホルダー修繕引当金繰

入額 
12,610  

役員退職慰労引当金繰入額 15,083  

貸倒引当金繰入額 711  

減価償却費 2,262,675  

 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 （平成23年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,426,635　 千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△5,500　 　

現金及び現金同等物 1,421,135　

  

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 （平成24年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,798,064　 千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△8,500　 　

現金及び現金同等物 1,789,564　
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年２月10日

取締役会
普通株式 155,6943.50平成22年12月31日平成23年３月７日 利益剰余金

　
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間
末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年８月10日

取締役会
普通株式 155,6843.50 平成23年６月30日 平成23年８月29日利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年２月13日

取締役会
普通株式 155,6633.50平成23年12月31日平成24年３月７日 利益剰余金

　
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間
末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年８月13日

取締役会
普通株式 155,6303.50 平成24年６月30日 平成24年９月３日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年６月30日）　

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

 

　

報告セグメント　
その他

(注)１
合計

調整額

（注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３
ガス事業 不動産事業 計

売上高       　

　外部顧客への売上高 17,310,1692,351,95719,662,126555,48720,217,614－ 20,217,614

  セグメント間の内部

  売上高又は振替高
24,023164,022188,0454,700192,745△192,745 －

計 17,334,1922,515,98019,850,172560,18720,410,360△192,74520,217,614

セグメント利益 2,113,840174,8832,288,72312,5872,301,31020,5832,321,894

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、電気及び冷温水の

　　　　供給事業、建設残土処理事業、スポーツクラブ事業を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の調整額20,583千円は、セグメント間取引消去額であります。

　　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日）　

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

 

　

報告セグメント　
その他

(注)１
合計

調整額

（注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３
ガス事業 不動産事業 計

売上高       　

　外部顧客への売上高 20,849,050961,53721,810,587600,31522,410,903 － 22,410,903

  セグメント間の内部

  売上高又は振替高
28,375169,837198,2134,700202,913△202,913  －

計 20,877,4251,131,37522,008,801605,01522,613,817△202,91322,410,903

セグメント利益 2,187,09085,2982,272,38829,4052,301,79314,1822,315,976

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、電気及び冷温水の

　　　　供給事業、建設残土処理事業、スポーツクラブ事業を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の調整額14,182千円は、セグメント間取引消去額であります。

　　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　「不動産事業」セグメントにおいて、将来の具体的使用計画のない遊休資産について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。なお、当該減損損失の計上

額は、当第２四半期連結累計期間においては19,541千円であります。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 38円56銭 36円97銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 1,685,853 1,616,053

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 1,685,853 1,616,053

普通株式の期中平均株式数（千株） 43,725 43,715

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

  

２【その他】

（剰余金の配当）

　　平成24年８月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　①中間配当による配当金の総額……………………155,630千円

　②１株当たりの金額…………………………………３円50銭

　③支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成24年９月３日

　　（注）　平成24年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月13日

中部瓦斯株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤田　和弘　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田宮　紳司　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中部瓦斯株式会社

の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中部瓦斯株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　（注）２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。　

 

EDINET提出書類

中部瓦斯株式会社(E04518)

四半期報告書

21/21


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	追加情報
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

