
株主メモ

株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、
中央三井信託銀行株式会社（フリーダイヤル：0120-78-2031）に
お申出ください。

住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について

株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

未払配当金の支払について

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
基 準 日

株主名簿管理人

郵 便 物 送 付 先

　（電話照会先）

公 告 の 方 法

1単元の株式数
証 券 コ ー ド

1月1日から12月31日まで
毎年３月下旬
定時株主総会・期末配当　毎年１２月３１日
中間配当　　　　　　　 毎年６月３０日
中央三井信託銀行株式会社
〒105-8574 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　証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店ならびに
日本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行っております。
電子公告により公告します。（http://www.shizuokagas.co.jp/）
※ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

500株
9543

コーポレートサービス部 広報・ＩＲ担当 
「株主の皆さまへ」に関するお問い合わせ

054-284-7986電　話

コーポレートサービス部 総務担当
その他のお問い合わせ 

054-284-4153電　話

静岡ガス株式会社
〒422-8688　静岡市駿河区八幡一丁目5番38号
TEL.054-284-4141（代表）
http://www.shizuokagas.co.jp/

お客さまとともに、明日を考える

広がる業務用厨房機器「涼厨®」
涼しく快適な厨房で衛生面も向上

快適な暮らしを次世代へ

豊かな社会を
次世代に伝えるために

特集 社長インタビュー

将来に向けた、新たな取り組み

株主の皆さまへ
2009年1月1日から6月30日まで第162期 中間報告書



当期（2009年1月1日～6月30日）のガス販売で
は、景気後退の影響が大きかったですね。当社
は、ガス販売量全体に占める産業用の割合が8
割近くありますが、当期はその産業用が大きく減
少し、連結ガス販売量は、前年同期比13%の減
少となりました。
こうした中でも、お客さまの設備稼動率は、急
激な在庫調整の影響を受けた2月を底に3月以
降は徐々に上向いており、少しずつ明るい兆し
が見えてきました。とはいえ、最終消費と一体に
なって本格的に景気が回復するには、もう少し
時間がかかると思っています。

都市ガス料金は、原料価格の変動を数ヵ月
遅れでガス料金に反映する仕組みになってい

ます。昨年はこのタイムラグの影響で、
原料価格の急激な上昇をガス料金
に反映することができず、収支が悪化
しました。逆に当期は、昨年の原料高
を反映したガス料金となる一方で、原
料価格が下落したため、昨年に悪化
した分も回収するような形で収益を上
げることができました。しかし、当社の
主原料であるLNG（液化天然ガ
ス）価格は原油価格と連動
しているため、今後は上昇
が予想され、第3四半期
以降は、一転して厳しい
環境になると想定してい
ます。需要の回復状況
と合わせ、決して楽観
はしていません。
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世界的な景気後退や原油価格の下落、CO2削減に向けたエネルギー政策の転換など、静岡ガスを
取り巻く環境は、この1年に大きく変わりました。当社は、変化を確実にとらえ、将来を見すえた新しい
取り組みを進めています。

将来に向けた、新たな取り組み

厳しい状況で明けた2009年の経営
環境を、どのように見ておられますか。

代表取締役社長 岩崎 清悟 01

特 集 社長インタビュー

Q1

収益面では、原料価格が下落したこと
で大きく改善されましたね。Q2
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 変動の激しい経営環境だからこそ、先を見すえた経
営施策が求められています。
原料調達面では、新規LNGプロジェクトの開発状況を
見すえた上で、2015年頃までの中期的な対応を進めて
います。世界的な景気低迷でLNGの需給が緩んでい
る足元の状況をとらえ、中期契約をベースに短期の調
達を取り混ぜた最適なポートフォーリオを構成すべく進
めています。
販売面では、今年末の第3号LNGタンクの完成で十
分な供給体制が整うため、大口需要の新規開拓を再開
しました。ただし、これからは単に天然ガスへの燃料転換
を進めるだけでなく、天然ガスの高効率利用による省エ
ネルギーとCO2削減提案を一層強化し、経済性と環境
性を両立させた付加価値の高い販売活動を展開して
いきます。

また、国の「国内クレジット制度」の第1号案件の一つと
して、当社は地元の山梨罐詰（株）様から天然ガス転換
による「排出権」を購入しました。天然ガスへの燃料転
換で削減したCO2が、「排出権」という新たな経済価値
を生みだすビジネスモデルとして、さらなる展開を図って
いきます。
清水エルエヌジー袖師基地の第三期増設工事も、本
年末の完成を目指し順調に進捗していますし、袖師基
地と浜松市とを結ぶ静浜パイプラインも本年に着工を予
定しています。天然ガスの持続的な普及拡大を図るた
め、こうした基幹インフラ整備を着実に進めることも重要
なテーマです。

「涼厨」は、調理場の熱気の中で働く人のことを考
えて開発された商品です。当社では、三島市立北小学

校の給食室をはじめ、ラーメン店などの飲食店にも採
用されるなど、当期ですでに年間目標の70台を達成す
る成果をあげました。今後、業務用厨房の定番商品に
なっていくものと期待しています。（５ページご参照）
ガスを使う人の目線で考えることで、まだまだ新製品
開発が可能だということを示したという意味からも、「涼
厨」は価値ある商品だと思います。

ご自宅で電気とお湯をつくることができる家庭用燃料
電池「エネファーム」は、エネルギー効率に優れ、快適な
生活とCO2削減を同時に実現する、まさにこれからの時
代にふさわしいシステムです。当社は、7月から一般販
売を開始し、年間で50台を販売する計画です。
当社では、「エネファーム」に太陽光発電を組み合わ
せたＷ発電を推奨しています。「太陽エネルギーを使
えば、ガス使用量が減
るのではないか」という
ご意見もありますが、こ
れからは環境配慮のな
い事業や商品は生き残
れません。私たちは、

ご家庭の“エコプランナー”として、エコロジーとエコノ
ミーを両立させ、さらには快適な生活をも実現する
システムを提案していきます。
「エネファーム」は、電力会社の系統電力に分散電源
を加えたベストミックスを追求する新たな時代の象徴で
もあります。当社でも、本格的な普及に向けたメンテナン
ス・サービス体制の整備と、「エネファーム」を核とした新
たなエネルギーサービスの創造に向けて取り組んでい
きます。

私は、株主総会や株主さまの施設見学会、投資家訪
問などにより直接面談の機会を持つとともに、アンケート
などを通してお寄せいただく皆さまのお声を熟読してい
ます。「どんなときでも利益を出して配当して欲しい」と
いうご期待を心に銘じています。同時に、株主の皆さま
には、将来に成長する当社を見届けていただきたいと
考えます。インフラを整備し、販路を拡大することで、当
社はまだまだ成長できます。新規開拓と新分野・新サ
ービスの拡大に向けて、一層の努力を傾注してまいりま
すので、株主の皆さまには引き続きご支援を賜ります
よう、お願い申し上げます。

すずちゅう

特 集 社長インタビュー

2009年における重点テーマについて
うかがいます。Q3

業務用では、厨房の環境改善を図る「涼厨」が
好調ですね。Q4

家庭用では、いよいよ７月から「エネファーム」
の販売を開始しました。Q5

最後に、株主・投資家の皆さまにメッセージを
お願いします。Q6



0504

給食室に「涼厨」モデルの回転釜
三島市立北小学校の給食室改築に伴い、今年
4月から最新型の厨房機器が活躍しています。
導入されたのは、一度に数百人分の調理を賄う
「涼厨」モデルの回転釜です。
｢涼厨｣とは、機器本体を二重構造にすることで
表面温度を下げ、さらに排気と共に熱を効率よく
排出する最新式の業務厨房用ガス機器の総称
です。
これまでの機器に比べ厨房の室温を飛躍的に
下げることができ、熱い中での作業を余儀なくされ
ていた調理師の皆さんの労働環境を大きく改善し
ます。さらに、室内の湿度も抑えることができ、食中
毒のリスク低減にも高い効果が得られます。機器
の表面が熱くならないのでやけども防止でき、安全
性も向上。空調負荷も低減し、省エネ・省コストにも
つながります。

ラーメン屋さんなどに幅広く展開
当社では、ガスならではのおいしさはそのまま

に、より安全・快適で衛生的な環境を提供する「涼
厨」の普及に向けて、街のラーメン屋さんから、
企業や学校給食の現場まで、業務用の厨房への
導入を幅広く進めています。

業務用厨房は、景気後退や電化厨房の登場などによって、厳しい状況
にあります。しかし、ガス機器は飛躍的に進化しています。特に、「涼厨」
は、労働環境と衛生環境を同時に向上させる機器
として、お客さまから大変高い評価をいただいて
います。
当社では、その効果を実証するために、静岡県立
大学と共同でデータの検証も行っています。その
効果も活用して、涼厨を業務用厨房機器の柱に
して、さらなる普及に努めていきます。

エネルギー営業部　都市エネルギーグループ　田中 啓介

広がる業務用厨房機器「涼厨®」
涼しく快適な厨房で衛生面も向上

静岡県立大と効果の検証も行っています。

お客さまとともに、

明日を考える

す ず ち ゅ う

※涼厨は大阪ガス（株）の登録商標です。

給食室の衛生管理を行ううえで、室温と湿度の管理は非常に重要です。
「涼厨」の回転釜を導入した結果、室温と湿度が低くなりました。調理前
と調理中の室温と湿度の変化も少なく、労働環境
の向上と共に、厳しい衛生管理マニュアルの基準
も容易にクリアしています。私たちの使命は、未来
を担う子供たちに、おいしくて安全な給食を提供
すること。「涼厨」は、大いにその役に立っていま
す。室温が上がらないので、長時間釜を使うことが
できるようになり、メニューのバリエーションを増
やすことができそうです。

営業担当者の声

三島市立北小学校　主任栄養士　笹倉 裕子さん

未来を担う子どもたちに、おいしく安全な給食を提供

お客さまの声 
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エネルギー・環境教育の出張授業
「ひゃっ！」カチカチに凍ったゴムボールが床に落ち、大きな
音をたてて破裂した瞬間、子供たちの驚く声が教室に響き
ます。液体窒素を、マイナス162℃の液化天然ガスに見立て
た冷熱実験でのひとこまです。
当社では、次世代を担う子供たちをはじめ、保護者や学
校の先生など幅広い方を対象に、エネルギーや環境に対す
る正しい知識を深め、その大切さを学んでいただくエネルギ
ー・環境教育の出張授業を行っています。なかでも、天然ガ
スの特性や、低炭素社会の実現に向けた天然ガスを利用し
た取り組みについて学んでいただくことは、当社に対する理
解の向上にとどまらず、エネルギー問題、環境問題の解決に、
大きな役割を果たすと考えています。

豊かな社会を次世代に伝えるために
快適な暮らしを

次世代へ

食育キッズクッキング
調理機器を取り扱う当社にとって、「食」は切っても切れな

いものです。次世代への取り組みとして、食育に関する活動
も欠かせません。近年、子供たちの食事が乱れてきていると
言われています。朝食を食べなかったり、好きなものだけ食
べたり、これでは心身の健全な発育に良いとはいえません。
当社では、子供・親子向けの食育料理教室「食育キッズク

ッキング」を通して、バランスの取れた食事の大切さはもちろ
ん、親子のコミュニケーションの意義、そして五感を通して調
理し、食べる楽しさを実感してもらうことに力を入れていま
す。炎を使ったおいしい料理を知った子供たちが、また次の
世代に豊かな食文化を伝えてくれることを私たちは願ってい
ます。

実験や授業の中で、好奇心にあふれている子供たちを見ると、
日本の未来は明るいと感じます。子供たちと接する
ことで、私自身がパワーをもらっています。この子
供たちのために、使命をもって明るい未来づくり
のお手伝いをしたいと思っています。

営業統括部　技術開発センター（環境エネルギー教育スペシャリスト）　岩ヶ谷 昌敏

子供たちからパワーをもらっています。

教育担当者の声

子供たちの声
●天然ガスや燃料電池のことを初めて知った。私も、地球の環境を良くするため
　に、自分でできることを見つけ実行していきたいと思った。
●実験をして、楽しく、エネルギーや環境のことが分かった。自分でももっといろ
　いろ調べてみたくなった。
先生の声
●実際に社会で働いている方から話を聞くことができ、生徒たちの知識にも幅が
　できたと感じた。自分自身、これからの社会を支える次世代の育成に携わって
　いるという自覚を新たにした。

教室や出張授業を通じて、子供たちの生き生きと楽しそうな表
情を目のあたりにすることができました。各家庭でも、子供たち
が「食」について考える環境を作ってほしいと思い
ます。健康な体を作る基本として、私たちの文化とし
て、「食」の大切さと炎を使って料理する楽しさを伝
えていきたいと思います。

エネリア静岡ショールーム　クッキングスタジオ担当　鈴木 恵

健康を守り「食」の文化を伝えていきます。

食育担当者の声

子供たちの声
●母の日にお母さんのためにお昼ごはんを作った。お母さんがよろこんでくれて
　とてもうれしかった。
●最初はむずかしかったけどお父さんからのアドバイスをうけたらうまくできた。
　これからは、好き嫌いがないようになりたい。
保護者の声
●普段子供といっしょに料理をすることがないので良い機会だった。子供の成長
　も見ることができてうれしかった。
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内部工事が完了、気密試験を実施第3号LNGタンク建設工事、順調に進捗

ガス工事の効率を上げる継手の開発（社）日本ガス協会技術賞を受賞削減したCO2が経済価値をもって流通わが国初の「国内クレジット※１」を取得

当社と山梨罐詰（株）様（静岡市）によるCO2排出削減事業で削減したCO2

が、6月19日、わが国初の「国内クレジット」として、国内クレジット認証委員会で承

認されました。これにより、削減されたCO2が経済的価値を持ち、本制度によって

発生したクレジットが初めて流通することになります。

この事業は、山梨罐詰（株）様の重油ボイラーのうち2基を、都市ガス（天然

ガス）ボイラーに転換したもので、国内クレジット制度の第1号案件の一つとして昨

年11月に申請し、本年4月に事業計画が承認されました。今回承認された2008年

度のCO2削減実績は196トン。クレジットは、共同購入者の三井住友銀行が、邦銀

初の国内クレジット制度を組み込んだ個人向け国債として活用します。

営業力強化に向けた情報基盤を整備新たなお客さま情報管理システムが本格稼動

当社では、営業力強化につながる情報基盤の構築というテーマのもと、新たな

お客さま情報管理システムの構築を進めてきました。5月7日に、開発開始から約

3年半を経て、新システムが本格稼動しました。

新システムの狙いは、①当社グループや部署を越えた情報の共有や連携、

②お客さま情報の共有によるサービス品質の向上、③お客さま本位のサービスを

提供するための情報の一元化の3つです。

新システムが稼動しましたが、本当のスタートはこれからです。今後は、このシス

テムを有効活用し、高い収益性を生み出すシステムにさらに進化させていきます。

国内クレジット制度第1号の山梨罐詰（株）様の都市ガスボイラー

新システムでお客さま情報を管理 第3号LNGタンク内部

授賞式

角度可変型大口径エレクトロフュージョンエルボ

※1　国内クレジット制度（大企業が技術・資金等を提供して、中小企業等が実現したCO2排出削減量を、
　　 国内クレジット認証委員会が認証し、大企業がクレジットとして取得できる制度）で認められた事業に
　　 おいて削減したCO2を、国がクレジットとして認めたもの。

当社が中心となり、日本ガス協会、都市ガス会社5社（当社、京葉ガス、武州ガス、

日本ガス、北陸ガス）、三井化学産資（株）、斎長物産（株）で共同開発した「角度

可変型大口径エレクトロフュージョンエルボ」が、日本ガス協会の「2009年度技術賞」

を受賞しました。同賞は、ガス事業の発展に貢献すると認められる技術に贈られるも

のです。

これまで、大口径のポリエチレン製ガス管を埋設する工事では、他の埋設物を回避

する場合や、微妙な角度調節が必要な場合、複数の継手（エルボ）を使用して施工

していました。本継手の開発により継手が一つで済むようになり、施工性が格段に向

上すると共に、掘削面積を小さくできるようになりました。その結果、コスト削減、環境負

荷の低減にもつながります。

2010年の稼動に向けて建設を進めている第3号LNGタンクの建設工事は、順調に

進捗しています。本年1月にタンクの屋根を設置したのち、2月から6月にかけて、タンク

の内側に保冷材を取り付け、その表面にステンレス製の特殊な形状をしたメンブレン

と呼ばれるパネルを張っていく工事を行いました。マイナス162℃のLNG（液化天然

ガス）を貯蔵するために、メンブレンを内張りすることでタンクを巨大な魔法瓶のように

するのです。

現在は、タンクの機密検査が行われており、2010年の稼動に向け工事は着 と々進

捗しています。
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6

7

8

4
5

四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

前期末当第2四半期末
（2009年6月30日現在）（2008年12月31日現在）

前期末当第2四半期末
（2009年6月30日現在）（2008年12月31日現在）

四半期連結損益計算書 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
当第2四半期 前中間期

2008年1月1日から
2008年6月30日まで

当第2四半期 前中間期

資産の部 負債の部

純資産の部

売上高
　　売上原価
売上総利益
　　供給販売費及び一般管理費
営業利益
　　営業外収益
　　営業外費用
経常利益
　　特別利益
　　特別損失
税金等調整前四半期純利益
　　法人税等
　　少数株主利益
四半期純利益

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減（△）額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の四半期末残高

（　　　　　  ）（　　　　　 ） （　　　　　  ）（　　　　　 ）

1

2

3

有形・無形固定資産

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000
（単位：百万円）

82,490 83,835

1
既存設備の償却が進む一方
で、第３号ＬＮＧタンク（2010年
1月稼動予定）や基幹系システム
再構築などの設備投資を行い
ました。

point

たな卸資産

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
（単位：百万円）

7,418

2,611

2
ＬＮＧ価格の低下などにより大
幅に減少しました。

point

流動負債

（単位：百万円）

3point

売上高

20,000

40,000

60,000

80,000
（単位：百万円）

4
景気後退による需要の減少等の
影響を受けて減収となりました。

point

売上原価

（単位：百万円）

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0

5
原料使用量の減少や原料価
格の低下により減少しました。

point

営業活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）

6
税金等調整前四半期純利益が
増加したことにより大幅に増加
しました。

point

投資活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）

7
引続き今後の天然ガス拡販に
向けた設備投資を行いました。

point

固定資産
　有形固定資産
　無形固定資産
　投資その他の資産
流動資産
　　現金及び預金
　　受取手形及び売掛金
　　たな卸資産
　　その他
繰延資産

資産合計

固定負債
流動負債
引当金

負債合計

株主資本
評価・換算差額等
少数株主持分

純資産合計

負債純資産合計

財務活動によるキャッシュ・フロー

8
短期借入金の返済や既存の
長期借入金返済が進みました。

point

2009年1月1日から
2009年6月30日まで

2009年1月1日から
2009年6月30日まで

2008年1月1日から
2008年6月30日まで

△8,594
当第2四半期末前期末

0
当第2四半期末前期末

0
当第2四半期前中間期

0

55,84556,089

10,000

20,000

30,000

40,000

当第2四半期末前期末
0

20,726

30,563

△8,000

△6,000

△4,000

△2,000

0

△10,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0
当第2四半期前中間期

43,220

28,047

当第2四半期前中間期

5,486

20,540
当第2四半期前中間期

△6,006

（単位：百万円）

△8,978

△8,000

△6,000

△4,000

△2,000

2,000

0

△10,000

当第2四半期

566

ＬＮＧ価格の低下などにより買
掛金や短期借入金が大幅に
減少しました。

5,486

△ 6,006

 566

 46

1,916

1,962

20,540

△ 8,594

△ 8,978

 2,966

698

3,665

95,234
79,258
3,231
12,744
19,629
725
9,224
7,418
2,260
93

114,958

96,743
79,818
4,017
12,907
18,504
3,093
7,510
2,611
5,288
46

115,295

40,426
20,726

57

61,210

44,691
2,391
7,001

54,084

115,295

39,580
30,563
114

70,259

36,519
2,579
5,599

44,698

114,958

56,089
43,220
12,868
11,859
1,009
260
447
822
77
1

898
325
121
451

55,845
28,047
27,797
12,186
15,611
348
401

15,558
57
261

15,354
5,268
1,389
8,697

前中間期
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　ガス販売量は、景気後退による工業用需要の減退等の

影響などにより、全体で468百万㎥となりました。

　ガス売上高は、ガス販売量は減少したものの、原料費調

整制度によりガスの販売単価が高めに推移したことから

47,187百万円となりました。

　一方、売上原価は、原料使用量の減少や原料価格の低下

により減少したことなどから、営業利益は16,801百万円

となりました。

都市ガスの製造・供給・販売、ＬＮＧの販売

ガス

LPG・その他エネルギー
ＬＰＧ販売、オンサイト・エネルギーサービス

　ガス器具販売や設備工事

売上の減少などにより、売上

高は6,459百万円となり、ま

た、エリア営業体制に伴う諸

費用などにより営業損益は

107百万円の損失となりました。

ガス工事の施工、ガス機器の販売、不動産の賃貸、住宅設備機器の販売・施工、車両・事務機器等のリース

　LPG販売は、販売量の減少

や販売単価の影響などにより

売上高は5,456百万円となり

ましたが、原料価格が低下し

たことなどにより営業利益は

774百万円となりました。

（注）ガス販売量は、標準熱量を１ｍ3当たり４５ＭＪ（メガジュール）換算で表示しております。

ガス
84.0％

LPG・
その他
エネルギー
9.5％

その他
6.5％

●事業別売上高構成比

ガス
84.0％

LPG・
その他
エネルギー
9.5％

その他
6.5％

●事業別売上高構成比

昨年の洞爺湖サミット以降、地球温暖化防止

に向けたさまざまなイベントが世界各地で開催

され、いよいよ本年末には、コペンハーゲンの

COP15でポスト京都議定書の新しい枠組みが

決定されます。わが国も「2005年比マイナス

15%」という2020年をターゲットとした中期

目標を打ち出し、目下、低炭素社会への道筋の

確立が大きな政策課題となっております。

当社は、今年6月、「国内クレジット制度」創設

第1号認証案件を実現しました。これにより、工

業用や業務用のお客さまが取り組むCO2削減に

経済的価値を創造する仕組みを確立しました。

一方、家庭用分野では、低炭素社会に向けた

次世代システムとして、家庭用燃料電池「エネフ

ァーム」を核とした仕組みづくりをめざしていま

す。具体的には、「エネファーム」によるコージェ

ネレーションに太陽光発電を組み合わせた熱と

電気の理想的供給システム、さらに太陽熱を利

用した温水システムとの融合など、従来の延長

線上にない新しいエネルギーシステムを追求

し、CO2の削減に貢献していきます。

これからも、地球環境の未来に挑戦する静岡

ガスの取り組みにご注目ください。

私 の 重 点 戦 略

常務執行役員

宮坂 広志

低炭素社会の実現に向けて

COP：気候変動に関する国際連合枠組条約締約国会議。 COP15は、その15回会議。

その他
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●ガス販売量（単位：百万m3） ●売上高（単位：百万円）

0

5,000

10,000
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●営業利益（単位：百万円）
家庭用 卸供給業務用工業用

58 582007年
1～6月

2008年
1～6月

2009年
1～6月

2008年
1～6月

2009年
1～6月

2008年
1～6月

2009年
1～6月

2008年
1～6月

2009年
1～6月

2008年
1～6月

2009年
1～6月

16,801
45,420

68

470

34

309

58

84

538

36

358

59

83

468

36

291

57

2,167

47,187
ガス
84.0％

LPG・
その他
エネルギー
9.5％

その他
6.5％

●事業別売上高構成比●売上高 （単位：百万円） ●営業損益 （単位：百万円）
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2008年
1～6月
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1～6月

7,221

6,459

0

2,000

4,000

6,000

8,000

●売上高 （単位：百万円）

0
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1,000

800

●営業利益 （単位：百万円）

774

7,133

427

5,456

2008年
1～6月

2009年
1～6月

△300

△200

△100

0

△107

△149

※ 各セグメント別の業績数値には、セグメント間の内部取引を含んでおります。 
　 事業別売上高構成比は、外部顧客に対する売上高に基づいております。



施設見学会は行っているのでしょうか？
経営者との話し合いの機会がもてたらうれしいです。

ご意見・ご質問
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photo by Miura

心と体に栄養を
ガスで楽しくクッキング
　心身ともに豊かで健康的な生活を送るためには、バランスの取れた食生活はと
ても大切です。当社では、親子料理教室などを開催し、ガスの炎を通して、食の大切
さや料理の楽しさを学んでいただく食育活動に取り組んでいます。
　このコーナーでは、当社が協賛する食育と運動を融合させたプログラム「食育ア
ドベンチャー」を主催する、㈱しょくスポーツ代表取締役、こばたてるみ先生による、
おいしくて体のことを考えたレシピをご紹介します。

暑さで食欲のない時は、食欲増進メニューで元気回復！

暑くて食欲があまりわかないときには、酢やレモン、香味
野菜や香辛料などを活用した料理がおススメです。特に、
主食のごはんと主菜（肉・魚・卵・豆）、副菜（野菜・海藻・きのこ）
が一緒になった丼ものやカレーは、食欲がやや低下している
ときでも非常に食べやすいのが特徴です。

株式会社しょくスポーツ 管理栄養士、健康運動指導士
国立健康・栄養研究所非常勤職員、静岡県立大学非常勤助手、フリーでの活動を
経て、2005年「しょくスポーツ」を設立（2008年法人化）。Ｊリーガー、オリンピック選
手から、一般の子供やシニアまで幅広い層への食事のアドバイスを行う。食育に関す
る講演、商品開発、指導者の育成など幅広い活動を行っている。
（主な受賞）
・2003年静岡県ニュービジネス大賞 
・2006年静岡県男女共同参画社会づくりに関する知事褒賞　チャレンジの部受賞 
・日経WOMAN 「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2009」 キャリアクリエイト部門6位

こばたてるみ

豚肉と大豆のカレー

米 2.5合（ご飯860g）
玉ねぎ 1個（200g）
豚ひき肉 200g
大豆水煮 160g
カレールウ 100g
にんにく（おろし） 小さじ1

水 4カップ
サラダ油 大さじ1
福神漬け 適量
らっきょう 適量
ピザ用チーズ 適量
バジル 適量

材　料
（4人分）

作り方 ①玉ねぎをみじん切りする。

②鍋を火にかけサラダ油を入れ、①の玉ねぎ、にんにくを入れ炒める。
ひき肉、水煮大豆を加えて炒め、火が通ったら分量の水を加える。
沸騰したら、中火にして10分程煮る。

④いったん火を止め、ルウを加えて溶かす。再び火をつけて
時々かき混ぜながら煮込む。

⑤ご飯を器に盛り、④をかけ、バジルを飾る。
福神漬け、らっきょう、チーズを添え好みでトッピングをする。

こばたてる
みの

食育レシピ

アンケート結果のご報告
第161期報告書で実施させていただきましたアンケートにご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
当社では、株主の皆さまからのご意見やご感想を参考に、より良い誌面づくりに活かしてまいります。

（株）しょくスポーツ ホームページ　http://www.shoku-sports.jp/

今回の報告書の中で関心を
持たれた内容はどれでしょうか？ （複数回答）

今後、掲載を希望される情報を
お聞かせ下さい。 （複数回答）

Our Value（社長インタビュー）

ビジネスパートナー・ソリューション（業務用取り組み）

ライフスタイル・ソリューション（家庭用取り組み）

トピックス

財務情報

食育レシピ

アンケート結果のご報告

※無回答を除く

男性
74.2%

女性
25.8%70代以上

30.9%

60代
35.6%

30代以下
11.7% 40代

6.9%

50代
14.9%

ビジネスパートナー・ソリューション（業務用取り組み）

ライフスタイル・ソリューション（家庭用取り組み）

トピックス

財務情報

食育レシピ

アンケート結果のご報告

52.5％

25.0％

31.4％

27.0％

17.2％

17.6％

36.8％

経営戦略

事業内容・業績

安全対策・地震対策

環境問題への取り組み

社会への貢献

新商品紹介

暮らしの提案（ガスの上手な使い方・料理レシピなど）

事業内容・業績

安全対策・地震対策

環境問題への取り組み

社会への貢献

新商品紹介

暮らしの提案（ガスの上手な使い方・料理レシピなど）

51.5％

48.5％

21.1％

25.0％

28.4％

28.4％

19.6％

期末報告書について

ご回答者のプロフィール

Q

Q

Q

ポイント！
①「元気のビタミン」と呼ばれるビタミンB1＋にんにく（アリシン）
　⇒その働きをより効果的に！
②香辛料を活用⇒カレー粉の香りが食欲増進。

当社の施設見学会は、例年秋ごろ行っており、施設見学の後に、

社長懇談会を開催しております。今年は、清水町にあるエネリア

ショールーム柿田川でも開催いたします。

見学会の応募方法は、中間報告書のP17に掲載してあります。

多くの株主さまのご応募をお待ちしております。

※写真はイメージです
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発行可能株式総数　　240,000,000株
発行済株式の総数　　76,192,950株
株　　主　　数　　3,104名

●株価および出来高の推移

●所有者別株式分布状況

個人・その他
16.8％

外国人
7.9％

証券会社
0.9％

金融機関
37.0％

その他国内法人
37.4％

会　社　名 静岡瓦斯株式会社
設　　　立 1910年（明治43年）4月16日
資　本　金 6,279百万円
従 業 員 数 単体：644名　　連結：1,150名

●事業所
本　　　社 静岡市駿河区八幡1-5-38
静 岡 支 社 静岡市駿河区池田28
富 士 支 社 富士市荒田島町10-52
東 部 支 社 沼津市岡一色809

●取締役および監査役
取締役会長 大石　司朗
代表取締役社長 岩崎　清悟
代表取締役 森田　和人
取　締　役 佐塚　一仁 宮坂　広志
 杉山　　寛 戸野谷　宏
社外取締役 松浦　康男 兼坂　光則
常勤監査役 羽間　昭夫
社外監査役 野末　寿一 稲葉　孝宏
 金井　義邦

●執行役員
取締役社長 岩崎　清悟
専務執行役員 森田　和人
常務執行役員 佐塚　一仁 宮坂　広志
 杉山　　寛 戸野谷　宏
 前野　克己 遠藤　正和
執 行 役 員 伊久美　豊 上田　直弘
 松永　多佳夫
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●大株主（上位１０名）
　　　　　　　　 株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
第一生命保険相互会社 4,687 6.15
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,165 5.46
東京瓦斯株式会社 4,000 5.24
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,798 4.98
鈴与商事株式会社 3,491 4.58
三菱商事株式会社 3,203 4.20
東京電力株式会社 3,000 3.93
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G） 2,885 3.78
みずほ信託退職給付信託みずほコーポレート銀行口 2,820 3.70再信託受託者資産管理サービス信託 
株式会社静岡銀行 2,682 3.52

株式の状況（2009年6月30日現在） 会社概要（2009年6月30日現在）

Ａコース

Bコース

Cコース

エネリアショールーム柿田川

清水LNG袖師基地

募集人数：各コース30名様 （応募者多数の場合は抽選）
参 加 費：無料（ただし、ご自宅から集合場所までの往復交通費は各自のご負担とさせていただきます） 
申込方法：参加希望の方は、同封のアンケートはがき裏面の「参加希望」を選択し、表面に住所、
　　　　  氏名、電話番号をご記入の上、9月25日（金）までにご返送ください。
　　　　  別途、詳細についてご連絡させていただきます。

見学施設・内容 日程

エネリアショールーム柿田川 （駿東郡清水町）
　・体感型ショールーム見学 ・社長懇談会

2009年11月10日（火）
13：00～16：30（予定）

エネリア静岡ショールーム （静岡市駿河区）
　・体感型ショールーム見学 ・社長懇談会

2009年11月17日（火）
13：00～16：30（予定）

清水LNG袖師基地 （静岡市清水区）
　・LNG受入基地見学 ・社長懇談会　

2009年11月12日（木）
13：00～16：30（予定）

施設見学会のご案内 静岡ガスの事業について、よりご理解を深めていただくため、株主の皆さまを対象とした
施設見学会を行います。皆さまのご応募を心よりお待ち申し上げます。
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