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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 38,589 ― 2,159 ― 2,423 ― 1,335 ―
20年3月期第2四半期 37,658 7.8 2,060 △0.8 2,336 △2.0 1,280 △4.0

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

21年3月期第2四半期 24.16 ―
20年3月期第2四半期 23.16 ―

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

21年3月期第2四半期 59,033 32,083 53.6 572.72
20年3月期 57,844 31,259 53.3 558.06

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  31,646百万円 20年3月期  30,841百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.00 ― 11.00 18.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 79,500 1.7 4,700 6.3 5,200 6.1 2,850 6.9 51.27

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） 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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 
(1) 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
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
(2) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  55,577,526株 20年3月期  55,577,526株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  322,689株 20年3月期  313,343株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  55,259,510株 20年3月期第2四半期  55,276,916株
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 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、海外経済の停滞に伴う輸出の鈍化や資源高による企業収

益の悪化などにより、生産高や設備投資に減少傾向がみられ、景気後退の様相を深めながら推移いたし

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

てまいりました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は385億89百万円(前年同期比2.4％増加)とな

りました。 

 収益面におきましては、経営全般にわたる効率化に努めまして、経常利益は24億23百万円(前年同期比

3.7％増加)、四半期純利益は13億35百万円(前年同期比4.2％増加)となりました。 

  なお、前年同期増減率は参考として記載しております。 

 当第２四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、建設、橋梁等仕向け先業界全般にわたり依然として厳し

い状況が続くなか、造船、建設機械等の需要が比較的堅調に推移し、価格是正の効果もあり増加しま

した。 

 「その他のガス」は、炭酸ガスが食品向け等の不振により、アルゴンが市況の軟化により、それぞ

れ減少したものの、酸素、窒素が鉄鋼、機械、化学、電機等の業界向けに需要が増加し、ＬＰガス等

石油系ガスは、原油価格高騰の影響による価格転嫁もあって増加しました。 

 「器具・材料」は、溶接溶断関連機器の需要が増加しました。 

 「容器」は、各種高圧ガス容器でありますが、特殊容器の需要が伸長しました。 

 また、「その他」は国内向けＬＳＩカードの需要が減少しました。 

 これらの結果、ガス事業全体の売上高は313億70百万円、営業利益は25億29百万円となりました。 

  

② 化成品事業 

 化成品事業において「接着剤」は、土木・建築用及び塗料用ペガールが住宅着工件数の減少などに

より低迷し、粘着用及び木工・紙工用ペガールも振るわず、金属・樹脂用接着剤ペガロックが新製品

の投入により増加しましたが、海外向け瞬間接着剤シアノンが円高の影響を受け減少しました。 

 「塗料」は、防水保護塗料などの建築向け塗料が低迷しましたが、室内温度の上昇を防ぐ遮熱塗料

が堅調に推移しました。 

 これらの結果、化成品事業全体の売上高は72億19百万円、営業利益は１億90百万円となりました。
  

(総資産)  
    当第２四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11億88百万円増加して
   590億33百万円となりました。 
    流動資産は、前連結会計年度末に比べ10億73百万円増加して325億55百万円となりました。こ
   れは主に、売上債権が７億27百万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１億15百万円増加して264億円77百万円となりました。
   これは主に、有形固定資産が前連結会計年度末に比べ60百万円増加したことによるものでありま
   す。                
  (負債) 
    当第２四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３億64百万円増加して
   269億49百万円となりました。  
   流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億30百万円増加して234億21百万円となりました。こ
   れは主に、支払手形・買掛金が前連結会計年度末に比べ３億18百万円、未払法人税等が１億78
   百万円及び賞与引当金が96百万円減少したものの、短期借入金が前連結会計年度末に比べ12億78
   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34百万円増加して35億28百万円となりました。これは主
   に、退職給付引当金が前連結会計年度末に比べ68百万円減少したものの、役員退職慰労引当金が
   前連結会計年度末に比べ59百万円及び繰延税金負債が51百万円増加したことによるものでありま
   す。 
 (純資産) 
    当第２四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８億23百万円増加して 
   320億83百万円となりました。これは主に、利益剰余金が前連結会計年度末に比べ７億27百万円
   増加したことによるものであります。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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 第３四半期以降につきましては、米国に端を発した金融不安から世界経済の大幅な落ち込みが懸念さ

れるなど企業を取り巻く経営環境はますます不透明感が増すものと思われますが、現時点におきまして

は、平成20年５月21日に発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 
  
  

  
 該当事項はありません。 

  

  
 該当事項はありません。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半 
    期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しておりま
    す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によ

っておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計

基準第９号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴ない、主として移動平均法による原価法(貸

借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)により算定しています。 

  これにより、当第２四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は

それぞれ59百万円減少しています。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。 

 

(追加情報) 

  当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の利用状況を見直

した結果、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を変更しています。 

 この変更に伴ない、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益

が11百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が54百万円それぞれ減少していま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。  

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

高圧ガス工業㈱(4097)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－ 3 －



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2四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 5,926 5,803 

受取手形及び売掛金 22,546 21,819 

商品 1,361 1,361 

製品 715 671 

原材料 656 508 

仕掛品 255 267 

貯蔵品 108 112 

繰延税金資産 663 681 

その他 448 382 

貸倒引当金 △126 △126 

流動資産合計 32,555 31,482 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,391 4,232 

機械装置及び運搬具（純額） 3,100 3,314 

土地 9,824 9,764 

建設仮勘定 130 90 

その他（純額） 994 979 

有形固定資産合計 18,441 18,381 

無形固定資産 

のれん 123 162 

その他 186 120 

無形固定資産合計 310 282 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,563 6,549 

その他 1,288 1,247 

貸倒引当金 △126 △99 

投資その他の資産合計 7,725 7,697 

固定資産合計 26,477 26,362 

資産合計 59,033 57,844 
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（単位：百万円） 

当第2四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 16,143 16,461 

短期借入金 3,705 2,427 

未払法人税等 1,030 1,208 

賞与引当金 1,008 1,105 

その他 1,533 1,888 

流動負債合計 23,421 23,091 

固定負債 

長期借入金 2,000 2,000 

退職給付引当金 548 617 

役員退職慰労引当金 521 462 

繰延税金負債 163 112 

負ののれん 46 57 

その他 247 244 

固定負債合計 3,528 3,494 

負債合計 26,949 26,585 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,885 2,885 

資本剰余金 2,745 2,744 

利益剰余金 25,124 24,397 

自己株式 △158 △151 

株主資本合計 30,597 29,875 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,048 965 

評価・換算差額等合計 1,048 965 

少数株主持分 437 418 

純資産合計 32,083 31,259 

負債純資産合計 59,033 57,844 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 38,589 

売上原価 29,662 

売上総利益 8,927 

販売費及び一般管理費 6,767 

営業利益 2,159 

営業外収益 

受取利息 13 

受取配当金 89 

受取手数料 47 

負ののれん償却額 10 

その他 204 

営業外収益合計 364 

営業外費用 

支払利息 45 

手形売却損 4 

持分法による投資損失 23 

その他 27 

営業外費用合計 100 

経常利益 2,423 

税金等調整前四半期純利益 2,423 

法人税、住民税及び事業税 1,054 

法人税等調整額 12 

法人税等合計 1,066 

少数株主利益 21 

四半期純利益 1,335 
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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） 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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 2,423 

減価償却費 868 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 

賞与引当金の増減額（△は減少） △96 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △68 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 59 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △152 

受取利息及び受取配当金 △102 

支払利息 45 

為替差損益（△は益） △1 

持分法による投資損益（△は益） 23 

売上債権の増減額（△は増加） △755 

たな卸資産の増減額（△は増加） △174 

仕入債務の増減額（△は減少） △318 

未払消費税等の増減額（△は減少） △4 

その他 △202 

小計 1,568 

利息及び配当金の受取額 102 

利息の支払額 △45 

法人税等の支払額 △1,207 

営業活動によるキャッシュ・フロー 418 

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 △36 

有形固定資産の取得による支出 △959 

投資有価証券の取得による支出 △399 

投資有価証券の償還による収入 500 

その他の支出 △184 

その他の収入 82 

投資活動によるキャッシュ・フロー △996 

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） 1,278 

配当金の支払額 △607 

その他の支出 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー 663 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86 

現金及び現金同等物の期首残高 5,803 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,890 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  
該当事項なし 

  

  
【事業の種類別セグメント情報】 
  
 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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 

   ３ 「【定性的情報・財務諸表等】４.その他 (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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業

会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用しています。この変更に伴ない、従来の方法によった場合に比

べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、ガス事業で59百万円減少しています。 

   ４ 「【定性的情報・財務諸表等】４.その他 (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(追加情報)」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契

機として、資産の利用状況を見直した結果、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を変更し

ています。この変更に伴ない、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

が、ガス事業で51百万円、化成品事業で２百万円それぞれ減少しています。 

  

【所在地別セグメント情報】 

    当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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。 
  

【海外売上高】 

    当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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。 

  

  
該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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
31,370 7,219 38,589 ― 38,589

     売上高

 (2) セグメント間の内部
― ― ― (―) ―

   売上高又は振替高

計 31,370 7,219 38,589 (―) 38,589

営業利益 2,529 190 2,719 (559) 2,159

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 中間連結損益計算書 
  

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間  
 (自 平成19年４月１日    
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

 Ⅰ 売上高 37,658

 Ⅱ 売上原価 28,938

    売上総利益 8,720

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,659

    営業利益 2,060

 Ⅳ 営業外収益

   受取利息 11

   受取配当金 85

   受取手数料 50

   負ののれん償却額 23

   持分法による投資利益 5

   その他 209 385

 Ⅴ 営業外費用

   支払利息 51

   手形売却損 14

   その他 42 109

    経常利益 2,336

 Ⅵ 特別損失 90

   税金等調整前中間純利益 2,246

   法人税、住民税及び事業税 691

   法人税等調整額 261 952

   少数株主利益 13

   中間純利益 1,280
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(2) 中間キャッシュ・フロー計算書 
  

 

前中間連結会計期間  
 (自 平成19年４月１日    
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  １ 税金等調整前中間純利益 2,246

  ２ 減価償却費 696

  ３ 貸倒引当金の増減額(△は減少額) △  9

  ４ 受取利息及び配当金 △ 97

  ５ 支払利息 51

  ６ 持分法による投資利益 △ 5

  ７ 退職給付引当金の増減額(△は減少額) △ 83

  ８ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少額) △ 341

  ９ 役員賞与引当金の増減額(△は減少額) △ 136

  10 売上債権の増減額(△は増加額) 762

  11 棚卸資産の増減額(△は増加額) 57

  12 仕入債務の増減額(△は減少額) △ 337

  13 未払消費税等の増減額(△は減少額) △ 26

  14 その他 △ 181

         小計 2,597

  15 利息及び配当金の受取額 97

  16 利息の支払額 △ 51

  17 法人税等の支払額 △ 1,439

    営業活動によるキャッシュ・フロー 1,203

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  １ 定期預金の預入れによる支出 △ 15

  ２ 有形固定資産の取得による支出 △ 892

  ３ 投資有価証券の取得による支出 △ 26

  ４ その他資産の取得による支出 △ 113

  ５ その他資産の売却による収入 112

    投資活動によるキャッシュ・フロー △ 935

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  １ 短期借入金の純増減額(△は減少額) 205

  ２ 配当金の支払額 △ 385

  ３ その他財務活動による支出 △ 17

    財務活動によるキャッシュ・フロー △ 198

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) 69

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,983

 Ⅵ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 309

 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,362
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(3) セグメント情報 
  
  【事業の種類別セグメント情報】 

   前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

  【所在地別セグメント情報】 

   前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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。 

  

  【海外売上高】 

   前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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。 

  

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
30,343 7,315 37,658 ― 37,658

     売上高

 (2) セグメント間の内部
― ― ― (―) ―

   売上高又は振替高

計 30,343 7,315 37,658 (―) 37,658

営業利益 2,392 332 2,724 (664) 2,060
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