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静岡ガスは２００１年１２月７日、東京証券取引所市場第二部へ上場いたし

ました。当社は１９１０年の創業以来、静岡県中東部を中心に都市ガス事業

を展開してまいりました。現在では静岡市、清水市、富士市、沼津市、三島

市など８市５町、約２９万件のお客さまに都市ガスをお届けしております。

長い歴史を重ねて株式上場を実現できましたことは、株主の皆さま、お

取引先、従業員・諸先輩、そして地域の皆さまのお力添えによるものであ

り、心から御礼申しあげます。

上場企業としての社会的責任の大きさを強く自覚し、今まで以上の研

鑽を積んで、さらなる成長を期して前進してまいります。
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株主の皆さまには、平素から静岡ガス

の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く

御礼申しあげます。ここに第１５４期（平成

１３年１月１日～１２月３１日）の業績をとりまとめましたので、ご報告申しあげます。

おかげさまで、当社は昨年１２月に東京証券取引所市場第二部へ上場し、新たな

一歩を踏み出すことができました。当社は今後も、クリーンエネルギーである天

然ガスを地域に広く普及させることを使命に、熱・電気・蒸気など多様な形態を

通して最適なエネルギーサービスをお客さまに提供する「総合エネルギー事業」

を展開し、高品質なサービスの提供とエネルギーの安定供給、地球環境の保全

に努めてまいります。

また、株式上場を機に、当社はより一層株主価値を意識した経営に努めるとと

もに、市場からの評価を貴重な指針として真摯に受け止め、経営に活かすことで、

株主価値の増大を目指してまいります。

なお、今回より事業報告書の紙面を刷新いたしました。株主の皆さまの当社に

対するご理解をより深めていただくことができれば幸いです。

株主の皆さまにおかれましては、何卒一層のご指導、ご支援を賜りますようお

願い申しあげます。

平成１４年３月 代表取締役社長　大石司朗

To  Our Shareholdersごごああいいささつつ
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ガス業界は現在、大きな変革の波を迎えています。年間

ガス使用量100万m3以上の契約については、規制緩和によ

り事業者の相互参入が可能になり、価格等の供給条件も

交渉により自由に決めることができるようになりました。

当社はこうした自由化の流れを捉え、1996年のLNG（液化

天然ガス）の導入以来、工業用を中心に大口需要の開拓を

積極的に進め、ガス販売量を飛躍的に拡大してきました。

供給エリアには膨大な工業用エネルギー需要が存在し､

そのいずれもが二酸化炭素（CO2）排出量削減という課題

に直面しています｡こうしたなかで､経済性の確保と環境

問題への対応という観点から、天然ガスとその利用シス

テムへの期待が高まっています｡供給インフラを着実に拡

充し､お客さまの問題解決を図る体制を整えることで､当

社のガス販売量は伸び続けると確信しています。

自由化の流れを捉え、大口需要を獲得

当社の連結ベースの当期業績につきましては、工業用

を中心としたガス販売量の増加により、売上高は547億円

（前期比7.0％増）となりました。営業利益は58億円（同20.7％

増）、経常利益は47億円（同23.3％増）となり、増収増益とな

りました。天然ガス導入による事業構造の変革がようやく

実りつつあります。今後もガス販売量の拡大に努めると

ともに、供給インフラの有効活用を進めることで､ 収益拡

大を図っていきます。

コージェネレーション（熱電併給）は、高エネルギー効

率で経済性に優れ､環境負荷も少ないシステムです｡この

ため、導入にあたって､国や静岡県、富士市から補助金が

支給されるなど、さまざまな公的支援も用意されています。

コージェネレーションシステム普及で天然ガスを拡販

工業用販売が好調で、経常増益を達成

自由化された市場で、ガスコージェネレーションシステムを核に、
大口需要を獲得します

Message from the President

ガス販売量の推移
（単位：百万m3）
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社社長長メメッッセセーージジ

（静岡ガス単体）
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当社の供給エリアには、紙・パルプ、薬品など、コージェ

ネレーションシステムの利用に最適なエネルギー大量消

費型の工場が、数多く立地しています。環境対策やエネル

ギー効率に着目されたお客さまにはすでにご採用いただ

いていますが、本格的な普及に向けた営業活動の展開は

これからです。当社は、コージェネレーションシステムの

普及を強力に進め、天然ガスの一層の拡販を目指してい

きます｡すでに社内に専門組織を新設し、高い技術レベル

の確保を図る一方、資金調達やリスクマネジメントを含

めたトータルなソリューションを提供する体制を整備し

ています。

自由化されたガス市場では､一層競争が激しくなりま

す。お客さまから選択される企業であり続けるには､安定

供給やサービスによって培われた信頼関係に加え､競争に

耐えうる十分な体力を備えていかなければなりません。

他社に優る｢強み｣を持ち続けることが強く求められます｡

当社の強みとしてはまず、天然ガスを競合力のある価

格で大量に取り扱うことができる点があげられます。当

社の子会社清水エル・エヌ・ジー株式会社が運営する袖

師基地は、大型ＬＮＧ船で一度に大量の天然ガスを受け入

れることができるため、大手のガス・電力会社と同等の

価格条件で、ＬＮＧを大量購入できるからです｡また、同基

地は東京・名古屋間に存在する唯一のＬＮＧ受入基地であ

ガス事業自由化時代を勝ち抜く「強み」

生年月日......1935年10月8日
出 身 地 ......静岡県
入 社 年 ......1958年
就 任 日 ......2001年3月29日
出身大学......早稲田大学第一政治経済学部

経済学科卒業（1958年）
趣　　味......ゴルフ

代表取締役社長

大石 司朗
（おおいし しろう）

り、さらなる拡張の可能性を有しています。建設に巨額の

初期投資を要しましたが、天然ガス販売量の急拡大によ

り、順調に投資回収が進んでいます。今後はますます、｢規

模の経済性｣を発揮していくものと期待されます｡

当社が1994年から進めてきた天然ガスへの転換作業が、

2002年末に完了します。これまでを天然ガスの導入期と

するなら、今後は､さらなる成長を図る発展期と位置づけ

られます｡当社は、天然ガス拡販を軸とした持続的成長を

目指していきますが､そのためには､LNG基地や天然ガス

パイプラインの拡充など、一層の設備投資が不可欠です。

そこで、東京証券取引所市場第二部へ上場し、資金調達

手段の多様化を図りました｡上場にともなう増資で約10

億円を調達し、LNG基地と富士市を結ぶ高圧輸送幹線

「第二駿河幹線」建設資金の一部に充当しました。

当社は安定配当の継続を基本に、財政状況や業績など

を勘案しながら、株主の皆さまに利益還元を行っていく

方針です。当期は1株につき１円の上場記念配当を実施し、

年間６円の配当とさせていただきました。当社は、投資し

ていただいた資金を有効に活用し、着実に好業績をあげ

ることで、株主の皆さまのご期待に応えてまいります。

安定配当の継続を基本とした利益還元を

上場により、資金調達の手段を多様化
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21世紀の環境保全を担うガスコージェネレーション
～天然ガスを有効利用し、温暖化ガス抑制にも役立つ熱電併給システム～

Special Report特特集集

●高まる重要性と普及への期待

コージェネレーションシステムは、お客さま先でガスター

ビンやガスエンジンを運転して発電し、発生した高温の排

ガスで蒸気や温水を作り給湯や空調等に利用するシステム

です。従来の電力会社からの購入電力に比べ、送電ロスが

なく、排熱を有効利用できるため、70～80％と高いエネ

ルギー効率を得ることができます。国の施策においても、

石油代替エネルギー、新エネルギー利用の一つとして位置

づけられ、これまでのエネルギー供給システムを変革する

ものとして普及拡大が期待されています。

●優れた環境保全性と経済性

コージェネレーションの燃料には天然ガスが最適とされ

ています。重油や液化石油ガス（LPG）も使えますが、地球

温暖化の原因である二酸化炭素（CO2）の排出量が少なく、

また酸性雨の原因である硫黄酸化物（SOX）を排出しない

など環境負荷が少ないからです。省エネルギー化や温暖化

ガス排出抑制などに貢献することから、国に加え、静岡県

や富士市でも積極的に取り組んでおり、導入に際しては補

助金が支給され、金融上・税制上の助成措置を受けられる

というメリットもあります。
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●静岡ガスの取り組み

静岡ガスでは、1996年のLNG導入以来、産業用を中心

にガスコージェネレーションシステムの普及に努めていま

す。特に富士市や富士宮市を中心に数多く立地する紙・パ

ルプ、化学工業などエネルギー多消費型の工場においてすで

に多数ご採用いただき、順調に稼働しています。業務用分

野におきましても、病院や商業用施設のほか、小規模施設

向けにマイクロコージェネレーションシステムの提案を

積極的に行っています。現在、26事業所でコージェネレー

ションシステムをご採用いただき、総発電容量は約3万7千

kWになりました。

コージェネレーションの4大特徴

省エネルギー 高い環境保全性

優れた経済性 電力不足の解消

従来捨てられていた発電に
よる排熱を給湯や冷暖房に
有効活用するので、エネル
ギー使用量が大幅に低減し
ます。

エネルギー使用量の低減に加
え、地球にやさしい天然ガス
を燃料としているためCO2、
NOx、SOx等の排出量を大幅
に削減できます。

排熱の空調利用により、ピー
ク時の買電料を抑え、夏場の
電力不足を解消します。

エネルギー使用量の低減に
より、トータルエネルギーコ
ストの削減に貢献します。

マイクロコージェネレーションシステム

ガスコージェネレーションシステム

●導入支援などサポート体制も充実

コージェネレーションをとりまく社会的条件整備が進

むなか、より専門的なエンジニアリング力・メンテナンス

力の向上を図り、ガスと電気の両面からトータルなサポー

トを提供するため「エネルギー技術グループ」を設置しま

した。さらに、お客さまの設備導入にあたっての資金面も

含めたソリューションの提供と、当社のリスクを最小化す

るため、企画、経理、財務、営業などの担当取締役を含む組

織横断型の専門組織「コージェネレーション事業推進委員

会」を社内に発足させました。地球環境保全へ貢献するた

めにも、今後も気を引き締めて活動内容の充実を図り、皆

さまのお役に立ちたいと考えています。



環境行動推進組織

社長

事務局

環境安全対策
グループ

環境保全会議

環境行動
推進委員会

関係会社
社長

支店長

工場長

所長
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Environmental Activities環環境境へへのの取取りり組組みみ

２１世紀は「環境の世紀」と言われ、循環型社会の構築

を目指して環境関連法律の体系化が進むなど、企業に

とって環境への取り組みが一層重要な位置づけとなっ

ています。

当社は「クリーンエネルギー」天然ガスを地域社会の

発展のために安定供給するという方針に基づき、１９９８

年に「環境行動指針」を制定。２００１年１０月には、その後

の環境情勢の変化を踏まえ、この指針を改定しました。

また、社内に「環境保全会議」とその下部組織である

「環境行動推進委員会」を設置し、問題点の抽出や対策

の立案を行う体制を築いています。

～主な取り組み実績～

LNG基地でCO2排出量を削減.......................................

清水エル・エヌ・ジー株式会社袖師基地では、購入電力

量と製造用ガス量を抑制し、2001年度のCO2排出量を

1998年度比で約27％削減しました。

工場・事業所で緑化活動を推進 .....................................

各工場・事業所では、植樹などによる緑化を進めていま

す。住宅地に隣接する静岡工場には、メタセコイヤなど

の木々が生い茂っています。また、構内にはヤギが放さ

れ、除草剤の役目を果たすとともに、人々の「癒し」にも

一役買っています。

環境関連資格の取得を推奨............................................

主な資格と取得者数は、エネルギー管理士（75人）、大

気関係公害防止管理者（16人）、環境計量士（6人）、

ISO14001内部監査員（2人）などとなっています。

（※取得者数は2001年10月現在）

天然ガス自動車の普及を促進........................................

黒煙やSOxを排出しないなど、環境特性に優れた天然ガ

ス自動車の普及を進めています。当社管内の導入台数は、

1995年の1台から2001年には165台へと急増して

います。

静岡工場
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Recent Developmentsトトピピッッククスス

LNGタンク2号基完成　貯蔵容量は計17万7千S に

LNG受入基地である袖師基地に、ＬＮＧタンク2号基が

2001年1月に完成しました。これにより、1、2号基の合

計貯蔵容量は約17万7千Sとなり、増大する天然ガスの需

要に対応する供給基盤が整いました。LNGタンクは万全の

安全設計が施され、さらに地下式のためLNGの液面は地

表より低く、万が一の場合にもLNGが漏れ出すことはあ

りません。

野球部が国体初優勝　延長13回サヨナラ勝ち　みやぎ国体

金田選手が日本一に　全日本シーホッパー級ヨット選手権

第56回国民体育大会

「みやぎ国体」（2001年

10月）の軟式野球一般Ａ

に、静岡県代表として出

場した当社野球部は、決

勝で茨城・常陽銀行に延長13回の攻防の末サヨナラ勝ちし

初優勝。見事、全国制覇を果たしました。

石川県羽
は

咋
くい

市で開かれた第27回

全日本シーホッパー級ヨット選手

権大会（2001年8月）に、当社ヨッ

ト部の金田裕孝選手が出場。常に

安定感のあるレース振りを見せ、初の栄冠を手にしました。

シーホッパーは1人乗り1枚帆のヨットです。

第2回当社奨学生決まる　

「静岡ガス奨学金制度」の第2回奨

学生に、静岡大学の尹美貞（ユン・ミ

ジョン）さんと、静岡県立大学の中川

香織さんが選ばれ、大石社長から認

定証が手渡されました（2001年6月）。

尹さん（写真中央）と
中川さん（写真右）
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Products & Services商商品品・・ササーービビススののごご紹紹介介

「ガラストップガスコンロ（システムキッチン用）」は、幅75cmの

ワイドガラストッププレートを採用した、お手入れが簡単な多機

能ガスコンロです。油汚れやふきこぼれもサッと拭くだけでOK。

従来のガスコンロのイメージを一新します。また、直火炊きの美味

しいご飯が炊ける機能や、調理油の温度を自由に設定する機能、過

熱防止センサーなど

を装備。料理の楽し

さと安全性がさらに

広がりました。

リフォーム用簡単取り付け床暖房「はやわざ」は、「新築や大規模リ

フォームしないと床暖房は無理」というこれまでの常識を覆した画

期的な商品です。床の上から重ねて貼るだけだから、8畳程度のス

ペースならわずか1日のスピード取り付けが可能。しかも、お求め

やすいお手頃価格で人気

の床暖房がぐっと身近に

なりました。通常よりお得

なガス料金メニュー「床快

（ゆかい）」もご利用いただ

けます。

「ガスヒーポン」は、家中をまるごとガスでパワフル冷暖房できる、

新築時に最適なマルチエアコンです。室外機は1台だけで、室内機は

最大で7台まで設置可能なので、外観はスッキリ。室内機の豊富な

バリエーションも魅力の一つです。し

かも省電力運転だから、電気代もお得

です。気になるガス料金も、通常より

お得なガス料金メニュー「空快（くう

かい）」がご利用いただけます。

「浴室暖房乾燥機」は、浴室暖房・衣類乾燥・浴室換気乾燥の各機

能を備えた1台3役。ガス温水式だから、パワフル＆スピーディー。

入浴前に浴室暖房をしておけば、温度差による急激な血圧変化を

緩和し、お年寄りやお子様も安心して快適に入浴できます。また、

入浴時以外はパワフルな温風で早

く経済的に衣類を乾かします。新

築・既築用ともに取り付けも簡単

です。

安全・安心・経済的！ 快適ライフをご提案します

ガス博士

キッキー助手
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くらべれば、ガス
～エネルギーの上手な選び方（Vol. 1）～

Q

A

Q

A

Q

A

どちらがおいしく調理できるの？

どちらが安全なの？ どちらの火力が強いの？

機器の価格はどちらが安いの？

鍋底の一部だけが熱くなって、鍋側面の温度は
あまり上昇しないIHクッキングヒーターは、焼
きムラが生じがちです。それに対し、鍋全体を
素早く加熱し温度が均一になるガスコンロの
方が、調理時間が短くその分素材の旨味を逃が
しません。また、ガスコンロならどんな鍋でも
使うことができ、鍋を返したり直火であぶった
りと、多様な調理方法に対応できます。

火力が強いのは、やっぱりガスです。一般的な
IHクッキングヒーターの有効熱量は1.58kW
なのに対し、ガスコンロの有効熱量は2.33kW。
しかもガスコンロなら、強火だけでなく弱火、
とろ火など、炎の強さを自在に調節できます。

Q

A
IHクッキングヒーターの価格はガスコンロの3
倍以上。しかも、材質や形によっては使えない
鍋もあり、価格的に割高な専用鍋が必要なため、
買い替えのコストも膨らみます。

コンロ火災の原因で多いのが天ぷら油火災。
天ぷら油が約370℃以上になると、火種がな
くても自然発火します。だから、IHクッキング
ヒーターでも、天ぷら油火災が起きる可能性が
あります。また、IHクッキングヒーターは、調
理後にかなりの余熱を持つので、炎が見えない
分、やけどの心配があります。ガスコンロには
調理油過熱防止機能などさまざまな安全対策
が施されていて、安全性には差はありません。

ガスコンロ IHクッキング
ヒーター

ガスコンロ IHクッキング
ヒーター

ど ち ら が い い の ？

鍋ハダの熱分布（点火3分後のフライパン）

ガスコンロ
真上から　　　　側面から

IHクッキングヒーター
真上から　　　　側面から

熱分布 高 低
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Financial Review当当期期のの業業績績

当期の概況

当期のわが国経済は、米国同時多発テロ事件などの

影響もあり、大型倒産の発生や株価の低迷、過去最悪

の失業率など、景気後退が一段と鮮明になりました。

小泉内閣が打ち出している構造改革も未だその効果を

明らかにしておらず、デフレスパイラルも懸念される

など、極めて深刻な状況で推移しました。

エネルギー業界におきましては、規制緩和による自

由化が進展するなか、競争促進に軸足を置いた抜本的

制度改革も討論されており、競争の激化が不可避の状

況となってきています。

このような厳しい経営環境のもとで、当社は天然ガ

ス導入事業を着実に推進し、都市ガスの普及拡大に懸

命に努めてきました。この結果、２００１年１２月に終了し

た会計年度における連結売上高は、前期比７.０％増の

５４,７３７百万円、経常利益は２３.３％増の４,７８７百万円、

当期純利益は３.９％減の２,００４百万円となりました。

売上高
（単位：百万円）

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

44,060 44,773 46,019

51,166
54,737

経常利益
（単位：百万円）

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

△241

2,465
1,892

3,881

4,787

営業利益
（単位：百万円）

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

1,105

3,736

2,978

4,849

5,851

当期純利益
（単位：百万円）

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

970

1,746

1,229

2,084
2,004

（※金額は単位未満を切り捨てております）

工業用ガス販売が好調で、前期比23.3％の経常増益に
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各セグメントの業績

セグメント別では、主力のガス事業については、住宅

着工数が伸び悩むなかで新たなお客さまの獲得に努め、

お客さま戸数はグループ全体で７,１０９戸増加し、総計で

３１４,７３４戸となりました。また、ガス販売量は家庭用が

微増にとどまったものの、工業用がボイラー・乾燥炉

などの都市ガスへの燃料転換や大型コージェネレー

ションシステムの稼働による需要開拓が進み、前期比

９.７％増の３９１,１１８千m3となりました。

こうしたガス販売量の伸びと原料費調整制度にとも

なう販売単価の上方調整などにより、売上高は前期比

１０.１％増の４０,３９３百万円、営業利益は１６.３％増の７,８１７

百万円となりました。

受注工事及びガス機器事業については、床暖房・浴室

暖房乾燥機・衣類乾燥機など、各種キャンペーンで拡販

活動を行いました。売上高は前期比４８.６％増の１３,００７

百万円、営業利益は３９.２％増の７４８百万円となりました。

その他の事業については、LPGガスの拡販に努め、

また、当期よりLNGの販売も開始したことから、売上

高は前期比４.９％増の１１,９９９百万円となりました。

しかし、原料費の増加などにより、営業利益は前期比

３７.９％減の２８１百万円となりました。

セグメント別売上高構成比

事業のセグメント

ガス事業
73.8％

ガス事業

受注工事及びガス機器事業

その他の事業

都市ガスの製造、供給、販売

ガス工事の施工
ガス機器の販売

その他の事業
17.0％

（注）売上高の構成比は、外部顧客に対する
　　売上高に基づいております。

受注工事及び
ガス機器事業
9.2％

LPG及びLNGの販売
車両、事務機器等のリース
空調工事の施工
住宅設備機器の販売、施工
不動産の賃貸

各セグメントに属する主要な事業内容は、以下の通りです。
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Financial Statements (Consolidated)連連結結財財務務諸諸表表

連結貸借対照表
（単位：百万円） （単位：百万円）

当期 前期
（２００１年１２月３１日現在） （２０００年１２月３１日現在）

（資産の部）

固定資産 89,173 70,348

有形固定資産 78,867 62,534

製造設備 35,701 22,916

供給設備 25,409 24,723

業務設備 3,859 4,090

附帯事業設備 7,690 8,295

休止設備 376 486

建設仮勘定 5,829 2,020

無形固定資産 799 357

投資等 9,507 7,456

流動資産 14,501 13,634

現金及び預金 5,740 6,626

受取手形及び売掛金 4,553 4,384

たな卸資産 2,448 1,763

その他 1,758 860

繰延資産 180 238

資産合計 103,856 84,222

当期 前期
（２００１年１２月３１日現在） （２０００年１２月３１日現在）

（負債の部）

固定負債 58,233 44,561

長期借入金 54,181 41,064

その他 4,051 3,496

流動負債 21,032 20,451

1年以内に期限到来の固定負債 13,270 10,745

買掛金 2,285 2,652

短期借入金 624 2,894

その他 4,851 4,158

引当金 882 774

負債合計 80,148 65,786

少数株主持分 2,359 2,004

（資本の部）

資本金 4,183 3,749

資本準備金 2,009 1,423

連結剰余金 12,886 11,258

その他有価証券評価差額金 2,269 －

21,349 16,431

自己株式 △1 △0

資本合計 21,348 16,430

負債、少数株主持分及び資本合計 103,856 84,222

1

2

3

4

3

point 1 袖師基地におけるＬＮＧタンク2号基（2001年1月完

成）や袖師－富士間の輸送幹線「第二駿河幹線」（建

設中）など、今後の天然ガス拡販に向けた設備投資を

行いました。

point 2 ｢金融商品に係る会計基準｣の適用により、上場株式

の時価評価を行いました。

point 3 point 1の設備投資にともない､借入金を増額しま

した｡

point 4 ｢金融商品に係る会計基準｣の適用により、税効果調

整後の評価差額を計上しました。
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連結損益計算書 連結剰余金計算書
（単位：百万円） （単位：百万円）

当期 前期
（２００１年 １月 １日～ （２０００年 １月 １日～
２００１年１２月３１日） ２０００年１２月３１日）

売上高 54,737 51,166

売上原価 27,353 24,941

売上総利益 27,383 26,224

供給販売費及び一般管理費 21,532 21,375

営業利益 5,851 4,849

営業外収益 382 461

営業外費用 1,446 1,429

経常利益 4,787 3,881

特別利益 677 542

特別損失 1,079 295

税金等調整前当期純利益 4,386 4,128

法人税、住民税及び事業税 1,968 1,404

法人税等調整額 △59 114

少数株主利益 472 524

当期純利益 2,004 2,084

当期 前期
（２００１年 １月 １日～ （２０００年 １月 １日～
２００１年１２月３１日） ２０００年１２月３１日）

連結剰余金期首残高 11,258 9,179

連結剰余金増加高 － 323

連結剰余金減少高 375 329

配当金 326 301

役員賞与 49 28

当期純利益 2,004 2,084

連結剰余金期末残高 12,886 11,258

point 5 ｢金融商品に係る会計基準｣の適用により、保有株式

等の減損処理を行いました。また、｢退職給付に係る

会計基準｣の適用により、退職給付会計基準変更時差

異の全額を処理しました。

5
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円） （単位：百万円）

当期 前期
（２００１年 １月 １日～ （２０００年 １月 １日～
２００１年１２月３１日） ２０００年１２月３１日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 4,386 4,128

減価償却費 9,577 8,356

繰延資産の償却費 91 145

有形固定資産除却損 699 268

投資有価証券評価損 561 －

退職給与引当金の増減（△）額 △2,842 △20

退職給付引当金の増減（△）額 3,047 －

ガス熱量変更引当金の増減（△）額 108 93

受取利息及び受取配当金 △110 △134

支払利息 1,412 1,325

投資有価証券売却益 △502 △5

売上債権の増（△）減額 △169 △560

たな卸資産の増（△）減額 △685 △70

仕入債務の増減（△）額 △525 196

未払消費税等の増減（△）額 △691 132

その他 129 △371

小計 14,486 13,481

利息及び配当金の受取額 114 138

利息の支払額 △1,341 △1,345

法人税等の支払額 △1,864 △721

営業活動によるキャッシュ・フロー合計 11,395 11,553

当期 前期
（２００１年 １月 １日～ （２０００年 １月 １日～
２００１年１２月３１日） ２０００年１２月３１日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形・無形固定資産の取得
による支出 △27,355 △8,266

有形・無形固定資産の売却
による収入 36 7

投資有価証券の取得による支出 △14 △705

投資有価証券の売却等による収入 623 49

その他 503 1,001

投資活動によるキャッシュ・フロー合計 △26,205 △7,913

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 △2,270 △758

長期借入れによる収入 26,685 7,125

長期借入金の返済による支出 △11,043 △12,092

株式の発行による収入 1,019 1,374

配当金の支払額 △325 △302

少数株主への配当金の支払額 △114 △12

その他 △0 9

財務活動によるキャッシュ・フロー合計 13,950 △4,656

現金及び現金同等物の増減（△）額 △859 △1,016

現金及び現金同等物の期首残高 6,384 7,350

新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 20 51

現金及び現金同等物の期末残高 5,545 6,384

point 6 ＬＮＧタンク2号基をはじめとする有形・無形固定資

産の取得による支出が増加したため、大きく資金流

出となりました。

point 7 設備投資に対応した長期借入れによる収入が増加し

たため、大きく資金流入となりました。

6

7
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Financial Statements (Non-consolidated)単単体体財財務務諸諸表表

貸借対照表（要旨） 損益計算書（要旨）

利益処分

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

当期 前期
（２００１年１２月３１日現在） （２０００年１２月３１日現在）

（資産の部）

固定資産 49,904 41,979

有形固定資産 36,762 32,018

無形固定資産 616 192

投資等 12,525 9,768

流動資産 9,811 9,386

繰延資産 569 890

資産合計 60,285 52,256

（負債の部）

固定負債 27,675 24,022

流動負債 14,419 13,985

引当金 148 308

負債合計 42,242 38,316

（資本の部）

資本金 4,183 3,749

資本準備金 2,009 1,423

利益準備金 801 764

その他の剰余金 8,786 8,001

その他有価証券評価差額金 2,262 －

18,043 －

自己株式 △1 －

資本合計 18,042 13,939

負債・資本合計 60,285 52,256

当期 前期
（２００１年 １月 １日～ （２０００年 １月 １日～
２００１年１２月３１日） ２０００年１２月３１日）

売上高 44,119 40,866

営業利益 2,058 655

経常利益 2,117 451

税引前当期純利益 1,977 1,108

当期純利益 1,177 731

前期繰越利益 437 339

当期未処分利益 1,430 2,245

当期 前期
（２００１年 １月 １日～ （２０００年 １月 １日～
２００１年１２月３１日） ２０００年１２月３１日）

当期未処分利益 1,430 2,245

以下の通り処分いたしました。

利益処分額 908 1,808

利益準備金 － 20

配当金 247 158
（1株につき2円50銭、 （1株につき2円50銭、
東証上場記念配当1円）ただし、第三者割当増資

新株にあっては84銭）

役員賞与金 31 30

別途積立金 630 1,600

次期繰越利益 521 437
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Stock Information株株式式のの状状況況

◆会社が発行する株式の総数 240,000,000株

◆発行済株式の総数 70,692,950株

（注）2001年12月6日を払込期日とする公募増資により、発行済株式の
総数は、当期中に3,500,000株増加いたしました。また、2001年
12月7日付で、当社株式を東京証券取引所市場第二部に上場いたし
ました。

◆株主数 1,689名

◆大株主（上位10名）

（2001年12月31日現在）

株主名 持株数 持株比率

第一生命保険相互会社 4,652千株 6.58%

エスジー保険サービス株式会社 4,566 6.45

三菱商事株式会社 3,768 5.33

東京瓦斯株式会社 3,000 4.24

東京電力株式会社 3,000 4.24

株式会社静岡銀行 2,683 3.79

株式会社東海銀行※ 2,584 3.65

鈴与株式会社 2,478 3.50

株式会社日本興業銀行 2,476 3.50

株式会社第一勧業銀行 2,086 2.95

※ 株式会社東海銀行は、2002年1月15日に株式会社三和銀行と合併し、
新会社名は株式会社UFJ銀行となっております。

個人・その他
18.33％

金融機関
35.14％

その他国内法人
43.66％

外国法人等
2.59％

証券会社
0.28％

◆所有者別株式状況

◆所有株数別状況

1千株未満 0.01%
1千株以上 5千株未満 2.55
5千株以上 1万株未満 1.48
1万株以上 5万株未満 6.66
5万株以上 10万株未満 3.42
10万株以上 50万株未満 12.90
50万株以上 100万株未満 6.46
100万株以上 500万株未満 66.51
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Corporate Profile会会社社概概要要

◆会社名 静岡瓦斯株式会社

◆本店所在地 静岡市八幡一丁目5番38号

◆創業年月日 1910年（明治43年）4月16日

◆資本金 4,183百万円

◆発行株式総数 70,692,950株

◆従業員数 684名

◆事業所

本社 静岡市八幡1-5-38

静岡支店 静岡市八幡1-6-1

清水支店 清水市江尻台町22-33

富士支店 富士市伝法3691-9

富士宮支店 富士宮市錦町2-23

沼津支店 沼津市西条町17-6

三島支店 三島市清住町2-8

導管・保安センター 静岡市八幡1-6-1

料金事務センター 静岡市八幡1-6-1

静岡工場 静岡市池田28

吉原工場 富士市蓼原1146-1

熱量変更センター 静岡市池田28

小笠山事業所 掛川市下俣625-1

総合技術研究所 静岡市池田28

研修センター 清水市永楽町14-50

（2001年12月31日現在）

静岡ガス供給エリア
関係会社供給エリア

静岡ガス

中遠ガス
（掛川市）袋井ガス

（袋井市）

下田ガス
（下田市）

信州ガス
（飯田市）

吉田ガス
（富士吉田市／河口湖町）

佐渡ガス
（両津市）

静岡県

新潟県
長野県 山梨県

◆役員（2002年3月28日現在）

代表取締役会長 大石 繁

代表取締役社長 大石 司朗

専務取締役 鈴木 斌夫 岩崎 清悟

常務取締役 上野 健二郎 石川 順哉

澤村 潔

取締役 浅井 一省 森田 和人

佐塚 一仁 宮坂 広志

曽根 眞人 戸野谷 宏

杉山 寛 湯原 章郎

酒井 次吉郎 原田 豊次

宮村 惣三郎

常勤監査役 河合 静雄

監査役 田部井 正己 加藤 明徳

◆静岡ガス・グループ供給エリアMAP



決算期 毎年12月31日

定時株主総会 毎年3月

配当金受領確定日 利益配当金　毎年12月31日
中間配当金　毎年6月30日

名義書換代理人 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱所 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
TEL 03-3323-7111

同取次所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本支店および各出張所

公告掲載新聞 日本経済新聞

1単元の株式数 1,000株

〒422-8688 静岡市八幡1-5-38
TEL 054-284-4141（代表）
http:/ /www.shizuokagas.co. jp/

株主メモ
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