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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 15,092 △21.7 618 △46.7 782 △41.3 442 △41.0
21年3月期第1四半期 19,296 ― 1,161 ― 1,333 ― 751 ―

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1四半期 8.01 ―
21年3月期第1四半期 13.59 ―

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1四半期 56,055 32,547 57.2 580.64
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1四半期  32,072百万円 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
（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

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

（予想）
6.00 ― 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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 32,000 △17.0 1,700 △21.2 1,850 △23.6 1,000 △25.1 17.99

通期 65,500 △11.4 3,400 △17.3 3,900 △13.9 2,100 △5.9 37.78
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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1四半期 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1四半期  342,329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1四半期 55,236,790株 21年3月期第1四半期 55,262,354株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度後半から未曾有の経済危機による企業収益

の減少傾向が続いており、輸出・生産の一部に持ち直しの動きがみられるものの、景気の下振れが懸念

されるなど依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況のなかで、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、景況感の悪化による想定以上の需要の減少により、当第１四半期連結会計期間の

売上高は150億92百万円（前年同期比21.7％減少）、営業利益は６億18百万円（前年同期比46.7％減

少）、経常利益は７億82百万円（前年同期比41.3％減少）、四半期純利益は４億42百万円（前年同期比

41.0％減少）となりました。 

当第１四半期連結会計期間における、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。 

ガス事業において、自動車、電機、機械、半導体などの製造業を中心とした稼働率の急低下や設備

投資の急激な落ち込みなどにより、工業ガスをはじめ、その関連機器の需要が急激に減少しました。

この結果、ガス事業の当第１四半期連結売上高は119億14百万円（前年同期比23.4％減少）、営業

利益は７億77百万円（前年同期比37.1％減少）となりました。 

  

化成品事業において、「接着剤」は、住宅設備関連業界及び製紙関連業界向けのペガールが関連業

界の減産により需要が大きく落ち込み、また海外向け瞬間接着剤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、在庫調整などの影響を受けて減少しました。 

この結果、化成品事業の当第１四半期連結売上高は31億77百万円（前年同期比14.8％減少）、営業

利益は１億49百万円（前年同期比40.9％増加）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四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３億82百万円増加して560億55

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１億72百万円減少して298億83百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が10億15百万円増加したものの、売上高の減少に伴ない売上債権が10億72百万円及び

繰延税金資産が１億64百万円減少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５億54百万円増加して261億71百万円となりました。これは主

に、繰延税金資産が４億１百万円減少したものの、投資有価証券が前連結会計年度末に比べ10億97百万

円増加したことによるものであります。 

当第１四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２億49百万円減少して235億７

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１億58百万円減少して188億30百万円となりました。これは主

に、短期借入金が前連結会計年度末に比べ20億52百万円増加したものの、仕入債務が９億84百万円、未

払法人税等が８億81百万円及び賞与引当金が５億56百万円減少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90百万円減少して46億76百万円となりました。これは主に、繰

延税金負債が前連結会計年度末に比べ51百万円増加したものの、役員退職慰労引当金が１億12百万円減

少したことによるものであります。 

当第１四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６億31百万円増加して325億

47百万円となりました。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５億87百万

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

 ① ガス事業

 ② 化成品事業

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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当第１四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、仕入債務の減

少額が９億84百万円、法人税等の支払額が９億81百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が７

億82百万円、短期借入金の借入れによる収入が20億52百万円あったため、10億36百万円増加し、84億73

百万円(前年同期比39.4％増加)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、１億36百万円(前年同期比

83.0％減少)となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益が７億82百万円あったものの、法人税等の支払額が９億81百

万円あったことによるものであります。 
  

当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、４億88百万円(前年同期比

491.4％増加)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３億69百万円、投資有価証券の取得による支出が84百

万円あったことによるものであります。 

  

当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は、16億60百万円(前年同期比

43.6％増加)となりました。 

これは主に、配当金の支払額が３億88百万円あったものの、短期借入金の借入れによる収入が20億52

百万円あったことによるものであります。 

  

現時点におきましては、平成21年５月14日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績
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。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,488 7,473

受取手形及び売掛金 17,609 18,682

商品及び製品 1,882 2,054

仕掛品 442 394

原材料及び貯蔵品 768 723

繰延税金資産 486 650

その他 320 207

貸倒引当金 △116 △131

流動資産合計 29,883 30,055

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,668 4,653

機械装置及び運搬具（純額） 2,854 2,911

土地 9,823 9,823

建設仮勘定 47 88

その他（純額） 912 985

有形固定資産合計 18,305 18,462

無形固定資産   

のれん 82 105

その他 304 237

無形固定資産合計 387 343

投資その他の資産   

投資有価証券 6,175 5,077

繰延税金資産 400 802

その他 1,043 1,057

貸倒引当金 △140 △126

投資その他の資産合計 7,479 6,811

固定資産合計 26,171 25,617

資産合計 56,055 55,672
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,708 12,692

短期借入金 4,712 2,659

未払法人税等 98 980

賞与引当金 462 1,018

その他 1,849 1,637

流動負債合計 18,830 18,989

固定負債   

長期借入金 3,000 3,000

退職給付引当金 492 517

役員退職慰労引当金 439 552

繰延税金負債 435 383

負ののれん 39 44

その他 269 269

固定負債合計 4,676 4,767

負債合計 23,507 23,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,885 2,885

資本剰余金 2,744 2,745

利益剰余金 25,677 25,621

自己株式 △166 △159

株主資本合計 31,141 31,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 931 344

評価・換算差額等合計 931 344

少数株主持分 475 479

純資産合計 32,547 31,916

負債純資産合計 56,055 55,672
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 19,296 15,092

売上原価 14,734 11,155

売上総利益 4,561 3,937

販売費及び一般管理費 3,400 3,318

営業利益 1,161 618

営業外収益   

受取利息 6 3

受取配当金 83 56

受取手数料 17 21

負ののれん償却額 4 11

持分法による投資利益 － 30

その他 102 106

営業外収益合計 213 230

営業外費用   

支払利息 21 25

手形売却損 4 0

持分法による投資損失 1 －

その他 14 41

営業外費用合計 41 67

経常利益 1,333 782

税金等調整前四半期純利益 1,333 782

法人税、住民税及び事業税 378 120

法人税等調整額 191 225

法人税等合計 569 345

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12 △5

四半期純利益 751 442
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 1,333 782

減価償却費 418 423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △580 △556

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37 △25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13 △112

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 △89 △60

支払利息 21 25

持分法による投資損益（△は益） 1 △30

売上債権の増減額（△は増加） △314 1,060

たな卸資産の増減額（△は増加） △152 79

仕入債務の増減額（△は減少） △373 △984

未払消費税等の増減額（△は減少） 26 △25

その他 230 377

小計 349 810

利息及び配当金の受取額 89 60

利息の支払額 △21 △25

法人税等の支払額 △1,220 △981

営業活動によるキャッシュ・フロー △802 △136

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 42

定期預金の預入による支出 △15 △21

有形固定資産の取得による支出 △408 △369

投資有価証券の取得による支出 △17 △84

投資有価証券の売却による収入 － 0

投資有価証券の償還による収入 500 －

その他の支出 △203 △86

その他の収入 62 29

投資活動によるキャッシュ・フロー △82 △488

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） 1,724 2,052

配当金の支払額 △564 △388

その他の支出 △4 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,155 1,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 272 1,036

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 6,076 8,473
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
  
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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。

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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。  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。  

  

(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

15,563 3,732 19,296 ― 19,296

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 15,563 3,732 19,296 (―) 19,296

営業利益 1,238 105 1,344 (182) 1,161

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

11,914 3,177 15,092 ― 15,092

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 11,914 3,177 15,092 (―) 15,092

営業利益 777 149 927 (308) 618

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

高圧ガス工業㈱(4097) 平成22年３月期　第１四半期決算短信

－9－



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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