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(百万円未満切捨て)

１．平成30年3月期第３四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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 ％

30年3月期第３四半期 25,961 △4.5 1,199 △18.5 1,284 △17.7 759 △16.8

29年3月期第３四半期 27,177 9.2 1,471 21.4 1,561 18.5 912 16.0

(注) 包括利益 30年3月期第３四半期 943 百万円 ( △2.0％) 29年3月期第３四半期 962百万円 ( 10.1％)

　

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

30年3月期第３四半期 108.74 ―

29年3月期第３四半期 130.66 ―
　

（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 ％

30年3月期第３四半期 31,132 14,701 42.0

29年3月期 31,015 14,138 40.5

(参考) 自己資本 30年3月期第３四半期 13,060 百万円 29年3月期 12,549 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

29年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

30年3月期 ― 20.00 ―

30年3月期(予想) 20.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

30年3月期の第２四半期末の配当金の内訳 普通配当 15円00銭 記念配当 5円00銭（東京証券取引所市場第一部指定記念配当）

30年3月期(予想)の期末の配当金の内訳 普通配当 15円00銭 特別配当 5円00銭

配当予想の修正に関する詳細につきましては、本日公表の「配当予想の修正（特別配当）に関するお知らせ」をご覧ください。

　

３．平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 36,000 △4.3 1,900 △11.4 2,000 △11.0 1,200 △10.2 171.76

(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８ページ「２.四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注

記事項（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 ： 無

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

（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) 30年3月期３Ｑ 7,004,000株 29年3月期 7,004,000株

② 期末自己株式数 30年3月期３Ｑ 17,789株 29年3月期 17,493株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期３Ｑ 6,986,357株 29年3月期３Ｑ 6,986,507株

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

　

※ 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３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３四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、米国の政策動

向、欧州の政治リスク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３四半期連結累計期間の売上高は259億61百万円と前年同四半期に比べ12億15百万円

(4.5%)の減収、営業利益は11億99百万円と前年同四半期に比べ２億71百万円(18.5%)の減益、経常利益は12億84百万

円と前年同四半期に比べ２億76百万円(17.7%)の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は７億59百万円と前年同

四半期に比べ１億53百万円(16.8%)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、酸素は医療用、水素は石英加工向けの需要が減少い

たしましたが、窒素は半導体・エレクトロニクス向けの需要が増加し、液化石油ガス及び石油類は輸入価格の上昇

に伴う販売価格の値上げ等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139億４百万円と前年同四半期に比べ10億99百万円(8.6%)増加いたしましたが、営

業利益は多賀城工場の大規模定期修理に加え販売費の増加により12億14百万円と前年同四半期に比べ１億48百万円

(10.9%)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、溶接材料及び溶接切断器具の需要が増加したこと等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82億28百万円と前年同四半期に比べ２億30百万円(2.9%)の増加、営業利益は１億

97百万円と前年同四半期に比べ50百万円(34.5%)の増加となりました。

　

　自動車機器関連事業

自動車機器関連事業におきましては、自動車部品メーカーの設備投資需要が一巡したこと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24億66百万円と前年同四半期に比べ26億72百万円(52.0%)の減少、営業利益は１億

６百万円と前年同四半期に比べ３億25百万円(75.3%)の減少となりました。

　

　その他事業

その他事業におきましては、製氷・冷凍機械等の受注が増加したこと等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13億62百万円と前年同四半期に比べ１億27百万円(10.3%)増加し、利益率の改善に

努めた結果、営業利益は２億34百万円と前年同四半期に比べ１億81百万円(346.0%)の増加となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、311億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億16百万円増

加いたしました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が減少（３億20百万円）したこと及び電子記録債権が減少

（10億78百万円）しましたが、現金及び預金が増加（５億49百万円）したこと、商品及び製品が増加（８億40百万

円）したこと及び投資有価証券が増加（２億７百万円）したこと等によるものであります。

負債は、164億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億46百万円減少いたしました。この主な要因は、借入

金が減少（５億18百万円）したこと等によるものであります。

純資産は、147億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億62百万円増加いたしました。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(４億９百万円)したこと等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30年３月期の通期の業績予想につきましては、平成29年５月12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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,954,527 5,504,051

受取手形及び売掛金 7,076,763 6,756,569

電子記録債権 4,905,035 3,826,066

商品及び製品 823,549 1,664,107

仕掛品 228,215 165,765

原材料及び貯蔵品 84,851 84,845

その他 364,555 434,650

貸倒引当金 △30,836 △27,199

流動資産合計 18,406,662 18,408,856

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,346,852 3,257,458

機械装置及び運搬具（純額） 1,368,134 1,211,149

土地 5,571,276 5,569,239

その他（純額） 335,891 501,229

有形固定資産合計 10,622,155 10,539,076

無形固定資産 123,816 124,014

投資その他の資産

投資有価証券 1,212,168 1,419,958

その他 732,825 682,187

貸倒引当金 △81,705 △41,852

投資その他の資産合計 1,863,288 2,060,293

固定資産合計 12,609,260 12,723,384

資産合計 31,015,923 31,132,241

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,949,304 6,359,045

電子記録債務 2,057,486 1,924,938

短期借入金 3,545,000 3,629,000

1年内返済予定の長期借入金 705,424 383,844

未払法人税等 416,776 98,425

賞与引当金 349,348 177,504

役員賞与引当金 14,730 3,984

その他 1,088,187 1,235,086

流動負債合計 14,126,257 13,811,827

固定負債

長期借入金 823,516 542,338

役員退職慰労引当金 457,617 435,116

退職給付に係る負債 1,252,321 1,277,172

資産除去債務 5,453 5,529

その他 211,981 358,516

固定負債合計 2,750,889 2,618,672

負債合計 16,877,146 16,430,500
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,261,000 2,261,000

資本剰余金 970,902 971,320

利益剰余金 9,214,391 9,624,326

自己株式 △9,102 △9,561

株主資本合計 12,437,191 12,847,086

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 112,346 213,516

その他の包括利益累計額合計 112,346 213,516

非支配株主持分 1,589,238 1,641,138

純資産合計 14,138,776 14,701,741

負債純資産合計 31,015,923 31,132,241
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 27,177,372 25,961,878

売上原価 19,493,539 18,472,683

売上総利益 7,683,833 7,489,195

販売費及び一般管理費 6,212,660 6,289,842

営業利益 1,471,172 1,199,353

営業外収益

受取利息 497 333

受取配当金 15,570 22,053

受取賃貸料 62,565 62,407

持分法による投資利益 19,161 18,953

その他 72,068 65,862

営業外収益合計 169,863 169,610

営業外費用

支払利息 36,059 30,688

賃貸費用 40,178 32,709

その他 3,459 20,664

営業外費用合計 79,697 84,061

経常利益 1,561,338 1,284,901

特別利益

固定資産売却益 11,142 7,833

投資有価証券売却益 62,136 －

特別利益合計 73,279 7,833

特別損失

固定資産除売却損 43,734 16,033

特別損失合計 43,734 16,033

税金等調整前四半期純利益 1,590,882 1,276,701

法人税等 566,919 458,534

四半期純利益 1,023,963 818,166

非支配株主に帰属する四半期純利益 111,087 58,460

親会社株主に帰属する四半期純利益 912,876 759,706
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 1,023,963 818,166

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △63,944 124,189

持分法適用会社に対する持分相当額 2,235 844

その他の包括利益合計 △61,709 125,033

四半期包括利益 962,254 943,200

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 867,429 860,876

非支配株主に係る四半期包括利益 94,825 82,323
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（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。

（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３四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。

　

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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

自動車機器
関連事業

その他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 12,805,405 7,998,415 5,138,839 1,234,712 27,177,372 ― 27,177,372

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 12,805,405 7,998,415 5,138,839 1,234,712 27,177,372 ― 27,177,372

セグメント利益 1,362,819 146,803 431,683 52,503 1,993,810 △522,637 1,471,172

(注) １ セグメント利益の調整額△522,637千円は、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３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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

自動車機器
関連事業

その他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 13,904,437 8,228,627 2,466,744 1,362,069 25,961,878 ― 25,961,878

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 13,904,437 8,228,627 2,466,744 1,362,069 25,961,878 ― 25,961,878

セグメント利益 1,214,524 197,466 106,485 234,183 1,752,659 △553,306 1,199,353

(注) １ セグメント利益の調整額△553,306千円は、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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