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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第3四半期 46,059 △19.8 2,352 △29.9 2,764 △26.4 1,491 △28.3
21年3月期第3四半期 57,479 ― 3,356 ― 3,755 ― 2,081 ―

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

22年3月期第3四半期 26.99 ―
21年3月期第3四半期 37.66 ―

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

22年3月期第3四半期 57,382 33,503 57.5 597.72
21年3月期 55,672 31,916 56.4 568.96

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  33,011百万円 21年3月期  31,436百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 6.00 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 62,000 △16.1 3,200 △22.2 3,650 △19.4 2,000 △10.3 35.98
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4.  その他 
(1) 期中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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 55,577,526株 21年3月期  55,577,526株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  348,354株 21年3月期  325,776株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 55,233,778株 21年3月期第3四半期 55,259,927株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各国の景気対策の効果や、中国を中心としたアジア

経済の回復などに支えられ、 悪期を脱したものの自律的な回復力は弱く、緩やかな持ち直しの動きをみ

せながら推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは販売体制の強化をはかるとともに積極的な営業活動を推進して

まいりましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高は460億59百万円(前年同期比19.8％減少)となりま

した。 

収益面におきましては、経営全般にわたる経費の削減や合理化に努めましたが、経常利益は27億64百万

円(前年同期比26.4％減少)、四半期純利益は14億91百万円(前年同期比28.3％減少)となりました。 

当第３四半期連結累計期間における、事業の種類別セグメントの業績の状況は、次のとおりでありま

す。 

  

① ガス事業 

ガス事業において、「溶解アセチレン」は、造船が堅調に推移したものの、建設、橋梁、建設機

械、自動車関連等の仕向先業界全般にわたり需要が減少し、売上高は前年同期を下回りました。 

「その他工業ガス等」では、窒素、アルゴンが、化学、非鉄金属、半導体向けに下げ止まりがみら

れるものの、酸素が建設、鉄鋼、機械向けに、炭酸ガスが建設、自動車関連の溶接用及び食品向けに

需要がそれぞれ減少し、売上高は前年同期を下回りました。また、ＬＰガス等の石油系ガスは、需要

の低迷及び輸入価格の下落に伴ない、売上高は前年同期を大幅に下回りました。 

「溶接溶断関連機器」は、需要先における収益の悪化を受けて、設備投資の凍結及び先送りにより

プラント設置やガス供給配管工事、消耗品関係が減少し、売上高は前年同期を下回りました。 

「容器」は、需要先における各種シリンダーガスの減少に伴ない、売上高は前年同期を大幅に下回

りました。 

「その他」は、ＬＳＩカードの需要が減少し、売上高は前年同期を下回りました。 

これらの結果、ガス事業全体の売上高は364億92百万円(前年同期比22.0％減少)、営業利益は26億

63百万円(前年同期比31.0％減少)となりました。 

  

② 化成品事業 

化成品事業において、接着剤「ペガール」は、木工・紙工用、塗料用及び粘着用が住宅設備、紙加

工関連等向けの減産により減少し、また、海外向け瞬間接着剤「シアノン」が円高の影響により減少

し、「塗料」は住宅着工件数の減少、改修市場の低迷などの影響を受けて、売上高は減少しました。

これらの結果、化成品事業全体の売上高は95億67百万円(前年同期比10.1％減少)、営業利益は５億

58百万円(前年同期比85.2％増加)となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ17億９百万円増加して573億82百

万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億36百万円増加して313億91百万円となりました。これは主

に、商品及び製品が３億45百万円減少したものの、現金及び預金が17億43百万円増加したことによるもの

であります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ３億73百万円増加して259億90百万円となりました。これは主

に、繰延税金資産が５億60百万円減少したものの、投資有価証券が前連結会計年度末に比べ15億67百万円

増加したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億22百万円増加して238億79百

万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億13百万円増加して192億３百万円となりました。これは主

に、未払法人税等が８億45百万円及び賞与引当金が５億99百万円減少したものの、短期借入金が前連結会

計年度末に比べ17億47百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ91百万円減少して46億75百万円となりました。これは主に、繰延

税金負債が前連結会計年度末に比べ60百万円増加したものの、役員退職慰労引当金が65百万円及び退職給

付引当金が73百万円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億87百万円増加して335億３

百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末に比べ８億12百万円増

加したことによるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

 (総資産)

 (負債)

 (純資産)
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計

年度末に比べ17億64百万円(23.7％)増加して92億２百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、19億50百万円(前第３四半期連

結累計期間は５億59百万円)となりました。 

これは主に、法人税等の支払額が18億26百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が27億64

百万円及び減価償却費が13億６百万円あったことによるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、12億７百万円(前第３四半期連

結累計期間は14億68百万円)となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出が９億69百万円あったことによるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、10億20百万円(前第３四半期連

結累計期間は13億54百万円)となりました。 

これは主に、配当金の支払額が７億20百万円あったものの、短期借入金の借入れによる収入が17億

47百万円あったことによるものであります。 

  

 平成21年11月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行なっておりません。 
  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,217 7,473

受取手形及び売掛金 18,750 18,682

商品及び製品 1,708 2,054

仕掛品 391 394

原材料及び貯蔵品 710 723

繰延税金資産 438 650

その他 295 207

貸倒引当金 △120 △131

流動資産合計 31,391 30,055

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,553 4,653

機械装置及び運搬具（純額） 2,606 2,911

土地 9,821 9,823

建設仮勘定 10 88

その他（純額） 821 985

有形固定資産合計 17,814 18,462

無形固定資産   

のれん 63 105

その他 314 237

無形固定資産合計 377 343

投資その他の資産   

投資有価証券 6,645 5,077

繰延税金資産 241 802

その他 1,052 1,057

貸倒引当金 △141 △126

投資その他の資産合計 7,798 6,811

固定資産合計 25,990 25,617

資産合計 57,382 55,672
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,221 12,692

短期借入金 4,407 2,659

未払法人税等 134 980

賞与引当金 419 1,018

その他 1,020 1,637

流動負債合計 19,203 18,989

固定負債   

長期借入金 3,000 3,000

退職給付引当金 443 517

役員退職慰労引当金 486 552

繰延税金負債 443 383

負ののれん 29 44

その他 272 269

固定負債合計 4,675 4,767

負債合計 23,879 23,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,885 2,885

資本剰余金 2,745 2,745

利益剰余金 26,394 25,621

自己株式 △169 △159

株主資本合計 31,855 31,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,156 344

評価・換算差額等合計 1,156 344

少数株主持分 491 479

純資産合計 33,503 31,916

負債純資産合計 57,382 55,672
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 57,479 46,059

売上原価 44,091 33,909

売上総利益 13,388 12,150

販売費及び一般管理費 10,031 9,797

営業利益 3,356 2,352

営業外収益   

受取利息 18 9

受取配当金 126 94

受取手数料 70 61

負ののれん償却額 15 21

持分法による投資利益 － 53

その他 341 360

営業外収益合計 572 599

営業外費用   

支払利息 71 74

手形売却損 5 1

持分法による投資損失 35 －

その他 61 111

営業外費用合計 173 187

経常利益 3,755 2,764

特別損失   

投資有価証券評価損 19 －

ゴルフ会員権評価損 7 －

特別損失合計 26 －

税金等調整前四半期純利益 3,729 2,764

法人税、住民税及び事業税 1,383 987

法人税等調整額 235 274

法人税等合計 1,619 1,262

少数株主利益 27 10

四半期純利益 2,081 1,491
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,729 2,764

減価償却費 1,346 1,306

貸倒引当金の増減額（△は減少） 47 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △598 △599

退職給付引当金の増減額（△は減少） △98 △73

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 74 △65

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △152 △142

受取利息及び受取配当金 △145 △103

支払利息 71 74

持分法による投資損益（△は益） 35 △53

投資有価証券評価損益（△は益） 19 －

ゴルフ会員権評価損 7 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,195 △76

たな卸資産の増減額（△は増加） △219 362

仕入債務の増減額（△は減少） △527 528

未払消費税等の増減額（△は減少） 36 △58

その他 167 △119

小計 2,598 3,748

利息及び配当金の受取額 145 103

利息の支払額 △71 △74

法人税等の支払額 △2,112 △1,826

営業活動によるキャッシュ・フロー 559 1,950

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △14 △64

定期預金の払戻による収入 － 85

有形固定資産の取得による支出 △1,443 △969

投資有価証券の取得による支出 △434 △144

投資有価証券の売却による収入 5 3

投資有価証券の償還による収入 500 －

子会社株式の取得による支出 △10 －

営業譲受による支出 － △30

その他の支出 △225 △131

その他の収入 153 41

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,468 △1,207

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,359 1,747

長期借入れによる収入 1,000 －

配当金の支払額 △997 △720

その他の支出 △7 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,354 1,020

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 446 1,764

現金及び現金同等物の期首残高 5,803 7,437

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,250 9,202
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
  
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

   ２ 各事業の主な製品 

    (1) ガス事業……各種高圧ガス（溶解アセチレン、酸素、窒素、アルゴン等）、各種ガス関連機器（溶接・

             溶断関連機器）等 

    (2) 化成品事業…接着剤、塗料等 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、その記載を省略しています。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、その記載を省略しています。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しています。  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しています。  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

ガス事業 
(百万円)

化成品事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

46,825 10,654 57,479 ― 57,479

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 46,825 10,654 57,479 (―) 57,479

営業利益 3,862 301 4,164 (807) 3,356

ガス事業 
(百万円)

化成品事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

36,492 9,567 46,059 ― 46,059

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 36,492 9,567 46,059 (―) 46,059

営業利益 2,663 558 3,222 (870) 2,352

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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該当事項はありません。 

  

(6) 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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