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(百万円未満切捨て)

１．平成29年3月期第１四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　29年3月期第１四半期 7,596 △6.6 373 △1.9 432 1.1 228 △6.5

　28年3月期第１四半期 8,129 △5.5 380 28.0 427 16.1 244 30.9

(注)包括利益 29年3月期第１四半期 108 百万円 (△62.4％) 28年3月期第１四半期 289 百万円 ( 17.0％)

　

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

　29年3月期第１四半期 32.77 　 ―

　28年3月期第１四半期 35.05 　 ―

(注) 平成27年10月１日付で普通株式５株を１株にする株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当
該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

（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 ％

　29年3月期第１四半期 27,876 12,813 40.8

　28年3月期 28,003 12,892 40.8

(参考) 自己資本 29年3月期第１四半期 11,386 百万円 　28年3月期 11,432 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

　28年3月期 　 ― 0.00 　 ― 25.00 　 ―

　29年3月期 　 ―

　29年3月期(予想) 0.00 　 ― 25.00 25.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
※ 当社は、平成27年10月１日を効力発生日として普通株式５株を１株にする株式併合を実施しております。平

成28年３月期の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しており
ますので、年間配当金合計は「―」と記載しております。

３．平成29年3月期の連結業績予想（平成28年4月1日～平成29年3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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 16,500 4.2 700 3.8 750 0.5 450 △0.2 64.41

通期 34,000 2.0 1,750 1.6 1,800 △3.3 1,100 4.1 157.45

(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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※ 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

（注）詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（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」をご覧ください。

（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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料３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」をご覧ください。

（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) 29年3月期１Ｑ 7,004,000株 28年3月期 7,004,000株

② 期末自己株式数 29年3月期１Ｑ 17,493株 28年3月期 17,493株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期１Ｑ 6,986,507株 28年3月期１Ｑ 6,986,593株

（注）平成27年10月１日付で普通株式５株を１株にする株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に

当該株式併合が行われたと仮定し、期中平均株式数を算定しております。

※ 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の対象外ではありますが、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。

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　 （将来に関する記述等についてのご注意）
　 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２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測
情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢や所得環境の改善がみられるものの、中国経済を

はじめとする新興国の減速懸念や急速な円高の進行等によ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75億96百万円と前年同四半期に比べ５億33百万円

(6.6%)の減収、営業利益は３億73百万円と前年同四半期に比べ７百万円(1.9%)の減益となりましたが、経常利益

は４億32百万円と前年同四半期に比べ４百万円(1.1%)の増益となりました。しかしながら、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は２億28百万円と前年同四半期に比べ15百万円(6.5％)の減益となりました。

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、溶解アセチレンは公共工事向けの、酸素は鉄鋼・造船向けの、窒素は半導体・

エレクトロニクス向けの需要が減少し、液化石油ガス及び石油類は輸入価格の下落の影響を受け売上高は減少い

たしました。

　以上の結果、当部門の売上高は40億87百万円と前年同四半期に比べ４億６百万円(9.0%)減少、営業利益は４億

42百万円と前年同四半期に比べ20百万円(4.5%)の減少となりました。

　器具器材関連事業

器具器材関連事業におきましては、生活関連器具の需要は減少いたしましたが、溶接切断器具の需要が増加し

たこと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25億26百万円と前年同四半期に比べ９百万円(0.4%)増加、営業利益は34百万円

と前年同四半期に比べ８百万円(35.0%)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、製氷・冷凍機械等の需要は増加いたしましたが、自動車関連産業への設備投資需

要が減少したこと等により売上高は減少いたしました。

　以上の結果、当部門の売上高は９億82百万円と前年同四半期に比べ１億36百万円(12.2%)減少、営業利益は79百

万円と前年同四半期に比べ１百万円(2.0%)の減少となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、278億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億27百万円

減少いたしました。この主な要因は、現金及び預金が増加(３億29百万円)、電子記録債権が増加(２億24百万円)、

商品及び製品が増加（２億63百万円）いたしましたが、受取手形及び売掛金が減少（７億49百万円）、投資有価証

券が減少（１億87百万円）したことによるものであります。

　負債は、150億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ48百万円減少いたしました。この主な要因は、電子記

録債務が増加（３億43百万円）したこと及び借入金が増加(２億40百万円)いたしましたが、支払手形及び買掛金が

減少(６億39百万円)したことによるものであります。

　純資産は、128億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ78百万円減少いたしました。この主な要因は、親会

社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加(54百万円)いたしましたが、その他有価証券評価差

額金が減少(１億円)したこと及び非支配株主持分が減少(32百万円)したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の第２四半期累計期間並びに通期の業績予想につきましては、平成28年５月13日に公表いたし

ました業績予想に変更はありません。
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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

　該当事項はありません。

（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

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得し

た建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当第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。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,008,203 4,337,577

受取手形及び売掛金 6,669,352 5,920,248

電子記録債権 2,283,837 2,508,756

商品及び製品 1,222,855 1,486,605

仕掛品 447,968 491,308

原材料及び貯蔵品 80,866 82,649

その他 409,116 466,173

貸倒引当金 △44,445 △28,254

流動資産合計 15,077,756 15,265,065

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,324,076 3,265,428

機械装置及び運搬具（純額） 1,549,346 1,484,415

土地 5,643,172 5,643,172

その他（純額） 336,867 344,779

有形固定資産合計 10,853,462 10,737,795

無形固定資産 156,804 147,547

投資その他の資産

投資有価証券 1,292,056 1,104,208

その他 734,214 731,330

貸倒引当金 △110,765 △109,718

投資その他の資産合計 1,915,505 1,725,820

固定資産合計 12,925,773 12,611,163

資産合計 28,003,529 27,876,228

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,641,454 5,001,864

電子記録債務 558,000 901,895

短期借入金 3,703,000 3,873,000

1年内返済予定の長期借入金 626,920 507,322

未払法人税等 325,417 154,439

賞与引当金 329,497 175,133

役員賞与引当金 16,930 7,590

その他 1,345,721 1,727,231

流動負債合計 12,546,941 12,348,476

固定負債

長期借入金 681,203 871,106

役員退職慰労引当金 401,819 404,605

退職給付に係る負債 1,231,946 1,239,457

資産除去債務 5,354 5,379

その他 244,206 194,081

固定負債合計 2,564,529 2,714,629

負債合計 15,111,471 15,063,105
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,261,000 2,261,000

資本剰余金 970,835 970,835

利益剰余金 8,053,507 8,107,587

自己株式 △9,102 △9,102

株主資本合計 11,276,240 11,330,320

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 156,686 55,883

その他の包括利益累計額合計 156,686 55,883

非支配株主持分 1,459,131 1,426,919

純資産合計 12,892,058 12,813,122

負債純資産合計 28,003,529 27,876,228
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 8,129,361 7,596,193

売上原価 5,632,831 5,155,602

売上総利益 2,496,529 2,440,591

販売費及び一般管理費 2,115,788 2,067,268

営業利益 380,740 373,322

営業外収益

受取利息 265 178

受取配当金 13,044 8,128

受取賃貸料 19,068 20,729

助成金収入 － 23,072

持分法による投資利益 13,695 13,276

その他 19,079 19,664

営業外収益合計 65,153 85,049

営業外費用

支払利息 15,393 12,552

賃貸費用 2,387 13,380

その他 640 335

営業外費用合計 18,421 26,268

経常利益 427,472 432,103

特別利益

固定資産売却益 220 1,770

投資有価証券売却益 － 920

特別利益合計 220 2,690

特別損失

固定資産除売却損 4,422 16,036

投資有価証券評価損 － 3,374

特別損失合計 4,422 19,411

税金等調整前四半期純利益 423,270 415,383

法人税等 167,584 177,011

四半期純利益 255,686 238,371

非支配株主に帰属する四半期純利益 10,834 9,404

親会社株主に帰属する四半期純利益 244,851 228,967
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 255,686 238,371

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 32,703 △128,966

持分法適用会社に対する持分相当額 642 △726

その他の包括利益合計 33,346 △129,693

四半期包括利益 289,032 108,678

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 271,416 128,164

非支配株主に係る四半期包括利益 17,615 △19,486

決算短信（宝印刷） 2016年08月03日 17時00分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



東邦アセチレン株式会社(4093) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

― 8 ―

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　 （セグメント情報）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

(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 4,493,572 2,517,162 1,118,626 8,129,361 ― 8,129,361

セグメント間の内部売上
　高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,493,572 2,517,162 1,118,626 8,129,361 ― 8,129,361

セグメント利益 463,198 25,511 81,169 569,879 △189,138 380,740

(注) １ セグメント利益の調整額△189,138千円は、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28年４月１日 至 平成28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

(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 4,087,153 2,526,578 982,461 7,596,193 ― 7,596,193

セグメント間の内部売上
　高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,087,153 2,526,578 982,461 7,596,193 ― 7,596,193

セグメント利益 442,487 34,439 79,547 556,474 △183,151 373,322

(注) １ セグメント利益の調整額△183,151千円は、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。
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