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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30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2四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2四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2四半期 3,324 ― 341 ― 449 ― 269 ―
24年12月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 515百万円 （―％） 24年12月期第2四半期 ―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2四半期 37.07 ―
24年12月期第2四半期 ― ―

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2四半期 15,296 11,670 76.3 1,605.68
24年12月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  11,670百万円 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 ― 10.00
25年12月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 7,000 ― 689 ― 780 ― 450 ― 61.91



(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2Q 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2Q 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2Q 7,268,450 株 24年12月期2Q 7,268,507 株
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当社は、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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新政権による積極的な経済政策、金融政策への

期待感から、円高是正や株価上昇の動きが進み、緩やかな回復傾向が見られました。しかし、円安によ

る原材料価格の上昇や、電気料金の値上げなどの不安材料もあり、先行きは不透明な状況で推移いたし

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33億２千４

百万円、営業利益は３億４千１百万円、経常利益は４億４千９百万円、四半期純利益は２億６千９万円

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13億９千１百万円、配管用バルブ部門は売上

高７億１千９百万円、高圧ガスバルブ・ガス関連設備機器部門は売上高６億９百万円、その他売上高３

億６千７百万円、合計売上高は30億８千９百万円となり、また営業利益は１億８千３百万円となりまし

た。 

〔不動産賃貸事業〕 

  賃貸収入は２億３千５百万円、営業利益は１億５千７百万円となりました。 

  

資産・負債及び純資産の状況 

  当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、80億７百万円となりました。その主な内訳は、現金及び

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

  当第２四半期連結会計期間末の固定資産は、72億８千９百万円となりました。その主な内訳は、建物

を含む有形固定資産合計28億３千万円と投資有価証券34億３千７百万円です。 

  当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、21億１千万円となりました。その主な内訳は、仕入債務

（支払手形・買掛金）14億５千５百万円です。 

  当第２四半期連結会計期間末の固定負債は、15億１千５百万円となりました。その主な内訳は、長期

借入金４億２千１百万円と長期預り保証金５億２百万円です。  

  当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、116億７千万円となりました。その主な内訳は、利益

剰余金105億１千１百万円です。 

  

当社は、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正いたしました。 

詳細は、平成25年８月９日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」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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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、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２四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２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 4,288,599

受取手形 1,075,583

売掛金 1,152,826

有価証券 286,394

商品 1,316

製品 404,989

原材料 70,232

仕掛品 597,479

貯蔵品 25,617

前渡金 1,554

繰延税金資産 24,135

短期貸付金 75,460

その他 8,009

貸倒引当金 △5,180

流動資産合計 8,007,020

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 1,582,847

構築物（純額） 48,008

機械及び装置（純額） 674,965

車両運搬具（純額） 12,584

工具、器具及び備品（純額） 30,631

土地 309,245

リース資産 22,217

建設仮勘定 149,818

有形固定資産合計 2,830,318

無形固定資産  

ソフトウエア 2,511

電話加入権 2,412

リース資産 11,717

無形固定資産合計 16,641

投資その他の資産  

投資有価証券 3,437,251

関係会社株式 7,817

出資金 310

従業員に対する長期貸付金 375

長期貸付金 152,141

長期前払費用 31,423

会員権 22,503

保険積立金 511,450

繰延税金資産 152,641

その他 129,514

貸倒引当金 △2,730

投資その他の資産合計 4,442,698

固定資産合計 7,289,658

資産合計 15,296,678

負債の部  
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

流動負債  

支払手形 1,209,135

買掛金 246,211

未払金 28,134

未払法人税等 176,940

未払消費税等 5,954

未払費用 169,085

前受金 37,616

預り金 7,934

リース債務 13,335

1年内返済予定の長期借入金 153,184

賞与引当金 39,000

設備関係支払手形 24,215

流動負債合計 2,110,747

固定負債  

長期借入金 421,257

退職給付引当金 355,575

役員退職慰労引当金 212,782

長期預り保証金 502,935

リース債務 22,550

固定負債合計 1,515,100

負債合計 3,625,848

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 10,511,605

自己株式 △176,891

株主資本合計 11,378,269

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 297,888

為替換算調整勘定 △5,327

その他の包括利益累計額合計 292,560

純資産合計 11,670,829

負債純資産合計 15,296,678
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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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高  

製品売上高 2,721,316

商品売上高 26,411

加工屑売上高 341,329

商品及び製品売上高合計 3,089,056

不動産賃貸収入 235,535

売上高合計 3,324,591

売上原価 2,557,494

売上総利益 767,096

販売費及び一般管理費  

運賃 34,649

役員報酬 50,250

給料 100,554

賞与 19,601

賞与引当金繰入額 10,140

退職給付費用 10,563

役員退職慰労引当金繰入額 8,675

減価償却費 6,500

その他 184,290

販売費及び一般管理費合計 425,223

営業利益 341,873

営業外収益  

受取利息 20,748

受取配当金 27,587

投資有価証券評価損戻入益 66,666

貸倒引当金戻入額 3,102

為替差益 5,360

雑収入 3,155

営業外収益合計 126,619

営業外費用  

支払利息 6,219

開発費償却 5,505

売上割引 1,853

雑損失 5,877

営業外費用合計 19,456

経常利益 449,036

特別利益  

固定資産売却益 79

特別利益合計 79
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

特別損失  

固定資産売却損 179

固定資産除却損 382

特別損失合計 561

税金等調整前四半期純利益 448,554

法人税、住民税及び事業税 177,101

法人税等調整額 2,024

法人税等合計 179,125

少数株主損益調整前四半期純利益 269,429

四半期純利益 269,429
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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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 269,429

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 251,026

為替換算調整勘定 △5,327

その他の包括利益合計 245,698

四半期包括利益 515,127

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 515,127

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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