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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3月31日） 

（注）平成25年12月期第1四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年12月期第1四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載
しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成25年12月期第1四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年12月期第1四半期の数値は記載しておりません。  

(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 ％

25年12月期第1四半期 1,673 ― 197 ― 290 ― 180 ―
24年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 395百万円 （―％） 24年12月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

25年12月期第1四半期 24.82 ―
24年12月期第1四半期 ― ―

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

25年12月期第1四半期 15,208 11,550 75.9 1,589.16
24年12月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  11,550百万円 24年12月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年12月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 10.00 ― 15.00 25.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
（注）平成25年12月期第1四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年増減率は記載しておりません。 

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

第2四半期(累計) 3,150 ― 320 ― 354 ― 193 ― 26.55
通期 7,000 ― 689 ― 767 ― 410 ― 56.41



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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
業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 株式会社ハマイコリア 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 7,424,140 株 24年12月期 7,424,140 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 155,690 株 24年12月期 155,690 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 7,268,450 株 24年12月期1Q 7,268,507 株
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当社は当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期累計期間

及び前連結会計年度末との比較分析は行っておりません。 

  

当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新政権下における金融緩和政策への期待感から、

円安や株価の上昇もあり、景気の動向に緩やかな改善の兆しが見られたものの、電気料金の値上げ、原材

料価格の上昇といった国内景気の下振れ懸念が払拭されず、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような中、当社の主力製品であるＬＰＧ容器用バルブ部門に加え、配管用バルブ部門及び高圧ガス

バルブ・ガス関連設備機器部門を含め、全体的に需要が改善されず、その結果、売上高は16億７千３百万

円、営業利益は１億９千７百万円、経常利益は２億９千万円、四半期純利益は１億８千万円となりまし

た。  

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

〔バルブ事業〕 

  当社の主力製品であるＬＰＧ容器用バルブ部門は売上高６億９千８百万円、配管用バルブ部門は売上高

３億３千万円、高圧ガスバルブ・ガス関連設備機器部門は売上高３億３千２百万円、その他売上高１億９

千５百万円、合計売上高は15億５千６百万円となり、また営業利益は１億２千８百万円となりました。 

〔不動産賃貸事業〕 

  賃貸収入は１億１千７百万円、営業利益は６千９百万円となりました。 

  

資産・負債及び純資産の状況 

  当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、81億８千７百万円となりました。その主な内訳は、現金及

び預金42億７千２百万円と売上債権（受取手形・売掛金）22億９千８百万円です。 

  当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、70億２千１百万円となりました。その主な内訳は、建物を

含む有形固定資産合計27億４千４百万円と投資有価証券33億５千８百万円です。  

  当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、21億９百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務

（支払手形・買掛金）14億９千３百万円です。  

  当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、15億４千７百万円となりました。その主な内訳は、長期借

入金４億５千９百万円と長期預り保証金５億３百万円です。  

  当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、115億５千万円となりました。その主な内訳は、利益剰

余金104億２千２百万円です。  

  

  

当社は、当第１四半期連結会計期間より連結決算を開始いたしました。これに伴い、平成25年12月期第

２四半期累計期間及び通期の連結業績予想を開示しております。 

詳細は、平成25年５月10日に発表しました「連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」をご

覧ください。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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当第1四半期連結累計期間から、株式会社ハマイコリアを連結の範囲に含めております。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社は法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

これによる当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 4,272,118

受取手形 1,090,993

売掛金 1,207,345

有価証券 273,564

商品 1,414

製品 466,362

原材料 67,292

仕掛品 572,459

貯蔵品 25,624

前渡金 1,249

繰延税金資産 48,811

短期貸付金 120,409

その他 44,740

貸倒引当金 △5,349

流動資産合計 8,187,037

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 1,605,220

構築物（純額） 49,711

機械及び装置（純額） 707,500

車両運搬具（純額） 12,235

工具、器具及び備品（純額） 33,602

土地 309,245

リース資産 23,278

建設仮勘定 3,637

有形固定資産合計 2,744,432

無形固定資産  

ソフトウエア 2,584

電話加入権 2,412

リース資産 12,935

無形固定資産合計 17,932

投資その他の資産  

投資有価証券 3,358,073

関係会社株式 7,817

出資金 310

従業員に対する長期貸付金 500

長期貸付金 154,751

破産更生債権等 63

長期前払費用 34,279

会員権 22,503

保険積立金 511,450

繰延税金資産 161,386

その他 12,319

貸倒引当金 △4,434

投資その他の資産合計 4,259,020

固定資産合計 7,021,385

資産合計 15,208,422
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形 1,205,166

買掛金 288,295

未払金 103,526

未払法人税等 128,563

未払消費税等 26,517

未払費用 37,530

前受金 37,616

預り金 9,022

リース債務 13,153

1年内返済予定の長期借入金 153,184

賞与引当金 97,700

設備関係支払手形 9,655

流動負債合計 2,109,934

固定負債  

長期借入金 459,553

退職給付引当金 351,440

役員退職慰労引当金 208,607

長期預り保証金 503,038

リース債務 25,117

固定負債合計 1,547,757

負債合計 3,657,691

純資産の部  

株主資本  

資本金 395,307

資本剰余金 648,247

利益剰余金 10,422,544

自己株式 △176,891

株主資本合計 11,289,208

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 272,523

為替換算調整勘定 △11,000

その他の包括利益累計額合計 261,523

純資産合計 11,550,731

負債純資産合計 15,208,422
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高  

製品売上高 1,360,493

商品売上高 20,597

加工屑売上高 174,975

商品及び製品売上高合計 1,556,067

不動産賃貸収入 117,865

売上高合計 1,673,932

売上原価 1,263,848

売上総利益 410,083

販売費及び一般管理費  

運賃 17,490

役員報酬 25,350

給料 50,152

賞与引当金繰入額 15,188

退職給付費用 5,674

役員退職慰労引当金繰入額 4,500

減価償却費 3,160

その他 91,046

販売費及び一般管理費合計 212,561

営業利益 197,522

営業外収益  

受取利息 7,055

受取配当金 4,879

投資有価証券評価損戻入益 68,957

貸倒引当金戻入額 1,230

為替差益 16,304

雑収入 1,770

営業外収益合計 100,196

営業外費用  

支払利息 3,227

開発費償却 2,752

売上割引 1,046

営業外費用合計 7,027

経常利益 290,692

特別利益  

固定資産売却益 79

特別利益合計 79

特別損失  

固定資産除却損 337

特別損失合計 337
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(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

税金等調整前四半期純利益 290,434

法人税、住民税及び事業税 127,010

法人税等調整額 △16,943

法人税等合計 110,066

少数株主損益調整前四半期純利益 180,368

四半期純利益 180,368
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 180,368

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 225,661

為替換算調整勘定 △11,000

その他の包括利益合計 214,661

四半期包括利益 395,029

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 395,029

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。 

  

当第一四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社ハマイコリアを連結の範囲に含めておりま

す。 

  

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）セグメント情報等

（５）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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