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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 ※平成25年3月期の配当予想につきましては、現時点において未定であります。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：  無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日）

（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3月期第1四半期 8,396 10.0 356 133.4 410 144.6 319 277.6

 24年3月期第1四半期 7,634 2.2 152 △50.2 167 △51.3 84 △51.0

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 297百万円(202.7％) 24年3月期第1四半期 98百万円(△45.6％)

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3月期第1四半期 9 .14 ―

 24年3月期第1四半期 2 .42 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

 25年3月期第1四半期 29,583 9,419 26.5

 24年3月期 30,428 9,136 24.9

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 7,846百万円  24年3月期 7,573百万円

２．配当の状況

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3月期 ― 0 .00 ― 0 .00 0 .00

     25年3月期 ―

     25年3月期(予想) ― ― ― ―

３．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 16,000 1.4 600 71.6 600 47.9 300 78.0 8 .59

通  期 34,000 △4.4 1,500 8.7 1,500 0.4 700 7.0 20 .04

ACB0021
画像



  

 

 
(注) 当第1四半期連結会計期間より減価償却の方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変

    更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料4ページ「２. サマリー情報(注記 

    事項)に関する事項(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。 

  

 
  

  

   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、四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

  

    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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業

績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた

っての注意事項等については、添付資料3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (       )、除外  ―社 (       )

（２）四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会 

   計処理の適用

： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  25年3月期1Ｑ 35,020,000株  24年3月期 35,020,000株

② 期末自己株式数  25年3月期1Ｑ 82,831株  24年3月期 81,525株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  25年3月期1Ｑ 34,937,350株  24年3月期1Ｑ 34,939,072株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年発生した東日本大震災からの復興需要等を背

景として、景気は緩やかに回復しておりますが、欧州の債務危機不安が高まるなか、世界景気の減速感

が広がっており、先行きは不透明な状況が続いております。 

 このような状況下、当第１四半期連結累計期間の売上高は83億96百万円と前年同四半期に比べ７億62

百万円(10.0%)の増収、営業利益は３億56百万円と前年同四半期に比べ２億３百万円(133.4%)の増益、

経常利益は４億10百万円と前年同四半期に比べ２億42百万円(144.6%)の増益、四半期純利益は３億19百

万円と前年同四半期に比べ２億34百万円(277.6%)の増益となりました。 

  

セグメント別業績の概要は次のとおりであります。 

  

ガス関連事業 

ガス関連事業におきましては、酸素は電炉・石英加工向けが、水素は石英加工・エレクトロニクス向

けの需要が減少いたしましたものの、溶解アセチレンは公共工事向けが、窒素は合成ゴム・特殊鋼向け

が需要の回復により売上高は増加いたしました。 

 また、液化石油ガスにおきましては、輸入ＬＰＧ価格の上昇に伴う販売価格の値上げにより売上高は

増加いたしました。 

 以上の結果、当部門の売上高は51億33百万円と前年同四半期に比べ４億50百万円(9.6%)の増加、営業

利益は多賀城工場の全面復旧に伴い原価低減が図られたことにより４億42百万円と前年同四半期に比べ

１億84百万円(71.7%)の増加となりました。 

  

器具器材関連事業 

器具器材関連事業におきましては、震災からの復興に伴い需要が増加したことにより、溶接切断器具

及び溶接材料の売上高が増加いたしました。 

 以上の結果、当部門の売上高は24億96百万円と前年同四半期に比べ２億27百万円(10.0%)の増加、営

業利益は52百万円と前年同四半期に比べ22百万円(71.9%)の増加となりました。 

  

その他事業 

その他事業におきましては、自動車関連機器の設備投資需要に支えられ、売上高は増加いたしまし

た。 

 以上の結果、当部門の売上高は７億67百万円と前年同四半期に比べ85百万円(12.5%)増加いたしまし

たが、営業利益は56百万円と前年同四半期に比べ７百万円(11.1%)の減少となりました。 

  

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
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、295億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ８

億44百万円減少いたしました。この主な要因は、売上債権が減少(９億85百万円)したことによるもので

あります。 

 負債は、201億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億26百万円減少いたしました。この主な

要因は、仕入債務が減少(10億80百万円)したことによるものであります。 

 純資産は、94億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億82百万円増加いたしました。この主な

要因は、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加(３億19百万円)したことによるものであります。

  

平成25年３月期の第２四半期累計期間ならびに通期の業績予想につきましては、平成24年５月14日に

公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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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  該当事項はありません。 

  

 税金費用の計算 

 当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する方法を採用しております。 

  

 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 

 当社及び連結子会社は、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24年４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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益に及ぼす影響は軽微であります。 

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あたり適用した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
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,931,111 4,119,890

受取手形及び売掛金 11,106,631 10,121,223

商品及び製品 912,493 859,799

仕掛品 118,572 145,318

原材料及び貯蔵品 88,377 91,591

その他 506,772 525,235

貸倒引当金 △79,875 △54,890

流動資産合計 16,584,082 15,808,167

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,846,018 2,770,395

機械装置及び運搬具（純額） 1,694,688 1,730,312

土地 6,779,946 6,779,946

その他（純額） 653,894 704,160

有形固定資産合計 11,974,547 11,984,814

無形固定資産 257,711 245,120

投資その他の資産

投資有価証券 940,012 869,930

その他 758,925 762,625

貸倒引当金 △87,153 △86,699

投資その他の資産合計 1,611,785 1,545,856

固定資産合計 13,844,044 13,775,791

資産合計 30,428,127 29,583,959

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,910,078 6,829,321

短期借入金 6,392,869 6,803,277

未払法人税等 249,053 211,319

賞与引当金 301,775 154,331

役員賞与引当金 23,770 6,830

その他 935,647 1,267,497

流動負債合計 15,813,194 15,272,576
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

固定負債

長期借入金 3,421,446 2,895,968

退職給付引当金 1,235,094 1,233,555

役員退職慰労引当金 407,075 409,468

資産除去債務 4,975 4,998

負ののれん 21,567 16,460

その他 388,271 331,770

固定負債合計 5,478,430 4,892,222

負債合計 21,291,625 20,164,798

純資産の部

株主資本

資本金 2,261,000 2,261,000

資本剰余金 905,452 905,452

利益剰余金 4,330,638 4,650,084

自己株式 △8,320 △8,441

株主資本合計 7,488,770 7,808,095

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 84,443 38,827

その他の包括利益累計額合計 84,443 38,827

少数株主持分 1,563,288 1,572,238

純資産合計 9,136,502 9,419,161

負債純資産合計 30,428,127 29,583,959
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 7,634,014 8,396,887

売上原価 5,457,447 6,027,411

売上総利益 2,176,567 2,369,476

販売費及び一般管理費 2,023,677 2,012,595

営業利益 152,890 356,880

営業外収益

受取利息 336 222

受取配当金 3,249 6,235

受取賃貸料 28,084 24,291

持分法による投資利益 6,549 31,993

負ののれん償却額 15,399 5,107

その他 21,731 27,627

営業外収益合計 75,351 95,479

営業外費用

支払利息 52,122 36,183

手形売却損 1,337 476

賃貸費用 4,469 3,991

その他 2,370 855

営業外費用合計 60,300 41,507

経常利益 167,941 410,852

特別利益

固定資産売却益 1,102 1,266

保険解約返戻金 5,218 －

受取保険金 3,000 －

受取補填金 21,235 －

災害支援金 － 10,430

補助金収入 － 172,435

負ののれん発生益 － 3,934

特別利益合計 30,556 188,066

特別損失

固定資産除売却損 3,197 2,669

減損損失 205 －

投資有価証券売却損 － 70

災害による損失 42,018 －

特別損失合計 45,421 2,739

税金等調整前四半期純利益 153,076 596,180

法人税等 61,536 235,585

少数株主損益調整前四半期純利益 91,539 360,594

少数株主利益 6,935 41,149

四半期純利益 84,604 319,445
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４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 91,539 360,594

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,316 △63,815

持分法適用会社に対する持分相当額 △554 826

その他の包括利益合計 6,762 △62,989

四半期包括利益 98,301 297,605

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 88,081 273,829

少数株主に係る四半期包括利益 10,220 23,776
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  該当事項はありません。  

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４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 

 
(注)  １ セグメント利益の調整額△199,152千円は、すべて全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメント

  に帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

    ２ 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。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４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 

 
(注)  １ セグメント利益の調整額△194,940千円は、すべて全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメント

  に帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

    ２ 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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 

(注) １

四半期連結損益
計算書計上額

(注) ２ガス関連 
事業

器具器材
関連事業

その他
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,683,257 2,268,991 681,765 7,634,014 ― 7,634,014

  セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,683,257 2,268,991 681,765 7,634,014 ― 7,634,014

セグメント利益 257,893 30,598 63,551 352,042 △199,152 152,890

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 

(注) １

四半期連結損益
計算書計上額

(注) ２ガス関連 
事業

器具器材
関連事業

その他
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,133,790 2,496,082 767,014 8,396,887 ― 8,396,887

  セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 5,133,790 2,496,082 767,014 8,396,887 ― 8,396,887

セグメント利益 442,703 52,609 56,508 551,821 △194,940 356,880
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（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．配当金支払額 

      該当事項はありません。 

  

２．基準日が当第１四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１四半期連結

会計期間の末日後となるもの 

      該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．配当金支払額 

    該当事項はありません。 

  

２．基準日が当第１四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１四半期連結

会計期間の末日後となるもの 

      該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

    （６）重要な後発事象
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