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（百万円未満切捨て） 
１．平成 23 年 3 月期第 1四半期の連結業績（平成 22 年 4 月 1日～平成 22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 四半期純利益 

 百万円         ％ 百万円         ％ 百万円          ％ 百万円          ％

23 年 3 月期第 1四半期 144,824    18.6 2,433  500.7  2,856    441.6 967    409.1 
22 年 3 月期第 1四半期 122,117   △29.8 405  △84.6 527  △80.8   189  △79.5 

 

 
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

23 年 3 月期第 1四半期 3.93 3.60
22 年 3 月期第 1四半期 0.75 0.69

 
（２）連結財政状態 

 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

23 年 3 月期第 1四半期 361,234 65,886 16.1 237.05
22 年 3 月期 366,110 67,999 16.6 248.03

(参考)自己資本 23 年 3 月期第 1四半期 58,231 百万円 22 年 3 月期 60,930 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  
22 年 3 月期 － － － 8.00 8.00  
23 年 3 月期 －   

23 年 3 月期(予想)  － － 5.00 5.00  

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成 23 年 3 月期の連結業績予想（平成 22 年 4月 1日～平成 23 年 3月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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(累計) 291,700  17.3  3,000   15.4  2,500    1.8 350  △70.6  1.42
通  期 640,000  15.2 14,700    7.0 13,900    3.4 6,000    8.3  24.43

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 

 



４．その他  （詳細は、（添付資料）４ページ「２.その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規  －社 (社名) － 、除外 －社 (社名) － 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（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) 23 年 3 月期 1Ｑ 251,365,028株 22 年 3 月期 251,365,028株

② 期末自己株式数 23 年 3 月期 1Ｑ 5,721,882 株 22 年 3 月期 5,718,392 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23 年 3 月期 1Ｑ 245,644,115株 22 年 3 月期 1Ｑ 250,534,822株

 
 
※ 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あり、この四半期決算
短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・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。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、四半
期決算短信（添付資料）４ページ「１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

 　　　当第１四半期連結会計期間における日本経済は、輸出が増加傾向で推移し、企業収益が改善する中、設備投資の下げ止

 　　まりが見られるとともに、個人消費も持ち直しており、景気回復に向けた環境が整いつつあります。このような状況のも

　　と、当社グループは、中期経営計画「ＰＬＡＮ１２」に基づき、「成長力の強化」と「安定した財務基盤の確立」に取り

 　　組みました。

　　　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,448億24百万円（前年同四半期比227億７百万円の増収）、営

　　業利益24億33百万円（前年同四半期比20億28百万円の増益）、経常利益28億56百万円（前年同四半期比23億29百万円の増

 　　益）、四半期純利益９億67百万円（前年同四半期比７億77百万円の増益）となりました。

　　　なお、当社グループの事業構造はエネルギー関連商品を主力としており、季節変動による影響を大きく受ける傾向にあ

　　ります。ＬＰガスの消費量は、気温や水温の影響を受けるため、販売量は夏季に減少し、冬季に増加します。このため当
　　社グループは利益が下期に偏る収益体質を有しています。

　　事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。

　【総合エネルギー事業】

 　　　総合エネルギー事業では、高効率機器の普及やエネルギー間競争により、厳しい事業環境が続いておりますが、前年よ

 　　り気温が低下したことや景気が回復傾向にあることから、家庭用及び工業用のＬＰガスの需要が微増となりました。

　　　このような環境のもと、消費者戸数の拡大による小売事業の強化や効率的な供給体制の構築に努めました。主力の民生

　　用ＬＰガスは、ＬＰガス輸入価格の値上がりを受け、販売価格は上昇し増収となりましたが、卸売分野及び小売分野で収

　　益性が低下しました。また、工業用ＬＰガスにおいても競争激化の影響を受け、利益率が低下しました。一方で、前年同

 　　四半期は高値在庫の影響がありましたが、当期は解消した結果、増益となりました。

　　　この結果、当事業分野の売上高は777億27百万円、営業利益は12億78百万円となりました。

　【産業ガス・溶材事業】

　　　産業ガス・溶材事業では、輸出の増加を背景に製造業の工場稼働率が上昇基調で推移し、半導体、電子部品、液晶、光

　　ファイバー等、幅広い業種で需要が回復したことから、酸素、窒素、アルゴン、水素、半導体ガスなど、各種産業ガスの

  　　販売数量が増加するとともに、溶接材料も増収となりました。

　　　一方、企業の設備投資は回復傾向ではあるものの依然として低調であり、溶接関連装置やガス関連設備などは減収とな

　　りました。

 　　　この結果、当事業分野の売上高は278億35百万円、営業利益は４億25百万円となりました。

　【電子・機械事業】

 　　　電子・機械事業では、半導体、電子部品業界における設備投資の回復により、半導体製造装置や電子部品製造装置の販

　　売が大幅に増加し、ＬＥＤ用基板などの電子部材の出荷も好調に推移しましたが、板金溶接機械などの機械設備の販売は

 　　依然として厳しい状況が続きました。

　　　この結果、当事業分野の売上高は40億60百万円、営業利益は０百万円となりました。

　【マテリアル事業】

 　　　マテリアル事業では、合成樹脂部門はＰＥＴ樹脂やポリプロピレンなどの販売数量が伸長し増収となりましたが、樹脂

　　価格下落の影響があり収益は前年並みとなりました。セラミックス部門は、電子部品業界や鉄鋼業界などの生産回復に伴

　　いセラミックス原料や耐火物原料の出荷が伸長し、ジルコンの販売数量も増加しました。金属部門は、主力であるステン

　　レス鋼は建設業界向けを中心に販売が増加しました。電子材料部門は、二次電池業界向け電子材料の販売が拡大し、中国

 　　での精密金属加工事業も好調に推移しました。

　　　この結果、当事業分野の売上高は259億68百万円、営業利益は３億37百万円となりました。

　【自然産業事業】

 　　　自然産業事業では、主力の冷凍食品分野で中国産冷凍野菜の価格が上昇した一方で、国内販売では低価格化が進み、厳

　　しい事業環境となりましたが、新商品の開発に伴い畜肉加工品や水産品の販売が伸長したことにより、堅調に推移しまし

 　　た。一方、畜産分野では、口蹄疫の影響を受け、種豚の販売が大きく落ち込んだ結果、収益が悪化しました。

　　　この結果、当事業分野の売上高は52億６百万円、営業利益は１億18百万円となりました。

　【その他】

　　　売上高は40億26百万円、営業利益は３億円となりました。
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（２）連結財政状態に関する定性的情報

 　　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ48億76百万円減少の3,612億34百万円となりました。

 　これはＬＰガス輸入価格が高値で推移したこと等により商品及び製品が増加しましたが、受取手形及び売掛金の減少や投　

　資有価証券の減少などによるものです。

　　当第１四半期連結会計期間末の純資産については、前連結会計年度末と比べ21億13百万円減少の658億86百万円となりま

　した。これは主に、四半期純利益の計上はありましたが、配当金の支払による利益剰余金の減少やその他有価証券評価差額

　金の減少などによるものです。

　　また、当第１四半期連結会計期間末の有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ180億83百万円増加の1,770億81百万円と

 　なりました。

　（キャッシュ・フローの状況）

　  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。）の残高は、前連結会計年度末と比べ

　４億23百万円増加の194億44百万円となりました。

　①営業活動によるキャッシュ・フロー

    当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ146億35百万円減少したこ

   とにより80億45百万円の支出となりました。　

    これは主に、税金等調整前四半期純利益26億38百万円、減価償却費35億82百万円、のれん償却額４億48百万円、売上債権

  の減少額129億64百万円などによる資金の増加と、たな卸資産の増加額18億67百万円、仕入債務の減少額183億38百万円、法

  人税等の支払額38億68百万円などによる資金の減少によるものです。

　②投資活動によるキャッシュ・フロー

    当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ36億３百万円増加したこ

    とにより54億84百万円の支出となりました。　

    これは主に、有形固定資産の取得43億16百万円、無形固定資産の取得３億17百万円、投資有価証券の取得５億21百万円な

　どによる資金の支出によるものです。

　③財務活動によるキャッシュ・フロー

     当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ166億21百万円増加したこ

    とにより124億49百万円の収入となりました。　

    これは主に、借入金の純増加額144億２百万円などによる資金の増加と、配当金の支払18億47百万円などによる資金の支出

   によるものです。
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（３）連結業績予想に関する定性的情報

　　　今後の見通しについては、世界経済の減速が懸念され、製造業の工場稼働率の回復の遅れやＬＰガス輸入価格の変動が

　　業績に影響を与える可能性がありますが、当第１四半期連結会計期間においては、平成22年５月12日発表の業績予想を変

　　更していません。

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

   該当事項はありません｡

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 　1.一般債権の貸倒見積高の算定方法

　 　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、

　 　前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 　2.棚卸資産の評価方法

　 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎と

　 　して合理的な方法により算定する方法によっております。

　 　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

　 　げを行う方法によっております。

 　3.固定資産の減価償却費の算定方法

　 　連結子会社については主に、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定

　 　額を期間按分する方法によっております。なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費

　 　の額を期間按分して算定する方法によっております。

 　4.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　 　一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

　 　する方法によっております。

　 　また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

　　 に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

　　 を利用する方法によっております。

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

　　１.会計処理基準に関する事項の変更

　　　①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用
　　　当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年３月10日公表分）及
　　　び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）を適用してお
　　　ります。
　　　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。

　  　②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
　　  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び
　　 「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。
　　  これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ３百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は270百万円減少しており
　　　ます。
　　  また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は304百万円であります。

　　　③「企業結合に関する会計基準」等の適用
　　　当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結
　　　財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部
　　　改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20　
　　　年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事
　　　業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。
　　　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。

　　２.表示方法の変更
　　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用語、様式及び
　　　作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半
　　　期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,720 19,243

受取手形及び売掛金 94,813 104,901

商品及び製品 28,891 26,755

仕掛品 1,952 1,618

原材料及び貯蔵品 3,402 3,095

その他 13,775 12,258

貸倒引当金 △714 △733

流動資産合計 161,843 167,139

固定資産   

有形固定資産   

土地 54,251 52,665

その他（純額） 72,609 68,014

有形固定資産合計 126,860 120,679

無形固定資産   

のれん 12,217 11,615

その他 3,217 3,358

無形固定資産合計 15,435 14,974

投資その他の資産   

投資有価証券 33,447 38,709

その他 25,197 26,168

貸倒引当金 △1,550 △1,561

投資その他の資産合計 57,094 63,316

固定資産合計 199,391 198,971

資産合計 361,234 366,110

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 81,882 97,835

短期借入金 51,230 32,238

未払法人税等 1,273 3,764

賞与引当金 3,982 4,325

その他 44,756 46,576

流動負債合計 183,126 184,738

固定負債   

社債 15,710 15,712

長期借入金 81,795 82,302

退職給付引当金 4,090 4,031

役員退職慰労引当金 1,123 1,184

負ののれん 600 310

その他 8,900 9,830

固定負債合計 112,222 113,372

負債合計 295,348 298,111
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,096 20,096

資本剰余金 17,907 17,907

利益剰余金 23,036 24,148

自己株式 △1,521 △1,520

株主資本合計 59,518 60,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,168 2,835

繰延ヘッジ損益 △56 40

為替換算調整勘定 △2,398 △2,577

評価・換算差額等合計 △1,286 298

少数株主持分 7,654 7,069

純資産合計 65,886 67,999

負債純資産合計 361,234 366,110
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 122,117 144,824

売上原価 92,902 112,513

売上総利益 29,215 32,311

販売費及び一般管理費   

運搬費 4,935 5,126

給料手当及び賞与 6,640 7,082

賞与引当金繰入額 2,048 2,115

退職給付費用 600 564

役員退職慰労引当金繰入額 38 26

その他 14,547 14,961

販売費及び一般管理費合計 28,810 29,878

営業利益 405 2,433

営業外収益   

受取利息 159 57

受取配当金 325 240

為替差益 24 402

負ののれん償却額 2 38

その他 618 617

営業外収益合計 1,130 1,357

営業外費用   

支払利息 778 681

持分法による投資損失 64 72

その他 165 180

営業外費用合計 1,008 934

経常利益 527 2,856

特別利益   

固定資産売却益 519 122

貸倒引当金戻入額 7 33

負ののれん発生益 － 32

特別利益合計 526 189

特別損失   

固定資産売却損 5 2

固定資産除却損 79 24

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 － 81

関係会社整理損 9 －

役員退職慰労金 52 33

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 267

特別損失合計 148 408

税金等調整前四半期純利益 905 2,638

法人税等 646 1,516

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,122

少数株主利益 68 154

四半期純利益 189 967

岩谷産業㈱（8088）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－ 7 －



(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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 905 2,638

減価償却費 3,587 3,582

のれん償却額 493 448

貸倒引当金の増減額（△は減少） △174 △42

賞与引当金の増減額（△は減少） △580 △483

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 △43

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26 △65

受取利息及び受取配当金 △484 △298

支払利息 778 681

為替差損益（△は益） 4 △334

持分法による投資損益（△は益） 64 72

固定資産除売却損益（△は益） △434 △96

投資有価証券売却損益（△は益） 2 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 81

関係会社整理損 9 －

売上債権の増減額（△は増加） 17,155 12,964

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,881 △1,867

仕入債務の増減額（△は減少） △15,563 △18,338

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 267

その他 89 △3,312

小計 8,711 △4,145

利息及び配当金の受取額 542 392

持分法適用会社からの配当金の受取額 70 75

利息の支払額 △582 △500

法人税等の支払額 △2,151 △3,868

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,589 △8,045

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △4,123 △4,316

有形固定資産の売却による収入 1,755 199

無形固定資産の取得による支出 △555 △317

無形固定資産の売却による収入 109 7

投資有価証券の取得による支出 △106 △521

投資有価証券の売却による収入 1,124 －

貸付けによる支出 △2,225 △1,235

貸付金の回収による収入 2,225 1,189

その他 △86 △490

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,880 △5,484
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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） 1,211 17,794

長期借入れによる収入 1,024 194

長期借入金の返済による支出 △5,111 △3,586

自己株式の純増減額（△は増加） △2 0

リース債務の返済による支出 △54 △104

配当金の支払額 △1,086 △1,712

少数株主への配当金の支払額 △153 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,171 12,449

現金及び現金同等物に係る換算差額 202 215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 739 △864

現金及び現金同等物の期首残高 20,376 19,021

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

91 1,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,207 19,444
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（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第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

（注）

1． 事業の区分の方法

　事業の区分は、親会社の商品部門を基礎として、商品の種類及び販売経路の共通性により区分しております。

2． 各事業の主要な商品

　（１）エネルギー等生活関連事業 ・・・・家庭用・業務用ＬＰガス、工業用ＬＰガス、ＬＰガス供給設備、ガス機器、

液化天然ガス、各種石油製品、住設機器、生活用品、食品　他

　（２）産業ガス関連事業 ・・・・セパレートガス、特殊ガス、ガス供給設備、溶接材料、溶接・切断機、産

業用機械・装置、レーザー加工機、ロボット及び周辺機器、プラント　他

　（３）ﾏﾃﾘｱﾙ・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ関連事業 ・・・・電子・情報機械、ＦＡシステム、化成品、鉱産物、鉄鋼、非鉄金属、ビル

建設工事請負、建設資材、管工機材　他

　（４）その他の事業 ・・・・金融、保険、運送、倉庫、保安、情報処理　他

（百万円） （百万円） （百万円）（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

エネルギー等
生活関連事業

産業ガス
関連事業

ﾏﾃﾘｱﾙ・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸ
ｽ関連事業

その他の事業 計 消去又は全社 連結

（1）
外部顧客に
対する売上高

70,397 26,420 22,585 2,714 122,117 － 122,117

（2）
セグメント間
の内部売上高
又は振替高

420 8 536 4,666 5,632 (5,632) －

計 70,818 26,429 23,122 7,380 127,750 (5,632) 122,117

営業利益又は営業
損失（△）

1,605 138 △ 268 129 1,604 (1,199) 405
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【所在地別セグメント情報】

前第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

（注）

1． 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2． 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　（１）東アジア ・・・・・・・ 中国、台湾

　（２）東南アジア ・・・・・・・ シンガポール、タイ、マレーシア

　（３）その他の地域 ・・・・・・・ 米国、オーストラリア、ドイツ

【海外売上高】

前第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）

Ⅰ　

Ⅱ　

Ⅲ　

（注）

1． 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2． 各区分に属する主な国又は地域

　（１）東アジア ・・・・・・・ 中国、台湾

　（２）東南アジア ・・・・・・・ シンガポール、タイ、マレーシア

　（３）その他の地域 ・・・・・・・ 米国、オーストラリア、ドイツ

3． 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

122,117

連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

3.9 1.2 1.8 6.9

連結売上高（百万円） － － －

計

海外売上高（百万円） 4,817 1,423 2,209 8,449

東アジア 東南アジア その他の地域

日本 東アジア 東南アジア その他の地域 計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

（1）
外部顧客に
対する売上高

106,540 3,100 10,946 1,530 122,117 － 122,117

（2）
セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,353 356 7,803 390 9,903 (9,903) －

計 107,893 3,456 18,750 1,921 132,021 (9,903) 122,117

営業利益又は営業
損失（△）

1,516 △0 70 10 1,598 (1,193) 405
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 １.報告セグメントの概要
　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会（経営会
議）が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
ます。
　当社は、本社に商品・製品別の商品本部をおき、各商品本部は、取り扱う商品・製品について国内及び海外
の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
　従って、当社は商品本部を基礎とした商品・製品の種類及び販売経路の共通性により区分したセグメントか
ら構成されており、「総合エネルギー事業」、「産業ガス・溶材事業」、「電子・機械事業」、「マテリアル
事業」及び「自然産業事業」の５つを報告セグメントとしております。
　各報告セグメントの主要な取扱商品・製品は次のとおりです。

　（１）総合エネルギー事業 ・・・家庭用・業務用・工業用ＬＰガス、ＬＰガス供給機器・設備、液化
天然ガス、石油製品、家庭用厨房機器、住設機器、日用品、カセッ
トフー、ミネラルウォーター　他

　（２）産業ガス・溶材事業 ・・・セパレートガス、特殊ガス、ガス供給設備、溶接材料、溶接・溶断
機器、産業用機械・装置、産業用ロボット、ポンプ・圧縮機、防災
設備、高圧ガス設備　他

　（３）電子・機械事業 ・・・半導体製造装置、オプト関連機器、工作・板金機械、製薬・食品
機械、環境設備装置　他

　（４）マテリアル事業 ・・・鉄鋼、非鉄金属、合成樹脂、機能性フィルム、ミネラルサンド、
レアアース・メタル、建設資材　他

　（５）自然産業事業 ・・・冷凍野菜・果実類、健康食品、ケンボロー豚、畜産システム、アグ
リバイオ関係　他

 ２.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
当第1四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

（注）

1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融、保険、運送、倉庫、保安、

情報処理等を含んでおります。

2.セグメント利益の調整額は、各セグメントに配分していない全社費用及びセグメント間取引消去額が含まれて
おります。

3.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。

（単位：百万円）

売上高

総合エネル
ギー事業

産業ガス・溶
材事業

電子・機械
事業

マテリアル
事業

四半期連結損
益計算書計上
額（注3）

報告セグメント

2,460

144,824

7,780

合計自然産業
事業

計

その他
（注1）

27

5,233

118

調整額
（注2）

152,605143,670

－

337 300 (27) 2,4332,160セグメント利益 1,278 425 0

－

計 79,226 28,072 4,344 26,792 8,934 (7,780) 144,824

2,872

144,824

（2）
セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,499 236 284 823 4,908 (7,780)

4,060 25,968 4,026（1）
外部顧客に
対する売上高

77,727 27,835 140,7985,206

岩谷産業㈱（8088）　平成23年３月期　第１四半期決算短信
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 ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）
　重要な変動はありません。

（重要な負ののれん発生益）
　重要な変動はありません。

（追加情報）
　当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21
年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平
成20年３月21日）を適用しております。

（６）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。

岩谷産業㈱（8088）　平成23年３月期　第１四半期決算短信
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平成22年８月６日
岩谷産業株式会社

　平成23年３月期第１四半期実績　及び　平成23年３月期業績予想

（1）連結実績

損益計算書（単位：百万円）
当第１四半期 前第１四半期

（平成22/6月期） （平成21/6月期） 増減額 《総括》

売上高 144,824 122,117 22,707 18.6 % 【総合エネルギー事業】

売上総利益 32,311 29,215 3,096 10.6 % 高効率機器の普及やエネルギー間競争により厳しい事業環境が続くが、家

販売費・一般管理費 29,878 28,810 1,068 3.7 % 庭用・工業用ＬＰガスの需要が微増。このような環境のもと、小売事業の強

営業利益 2,433 405 2,028 500.7 % 化や効率的な供給体制の構築に努める。主力の民生用ＬＰガスは、ＬＰガス

利息収支 △623 △618 △4 輸入価格の値上がりを受け、販売価格は上昇し増収となった。卸売・小売分

受取配当金 240 325 △ 84 野で収益性が低下したが、総合エネルギー事業全体としては増益。

（金融収支） （ △382 ） （ △293 ） （ △ 89 ） 【産業ガス・溶材事業】

為替差益（差損控除） 402 24 378 輸出の増加を背景に、半導体、電子部品等をはじめ製造業の工場稼働率が

持分法投資損益 △72 △64 △7 回復基調で推移し、酸素、窒素等、各種産業ガスの販売数量が増加するとと

その他営業外損益 475 455 19 もに、溶接材料も増収。一方、企業の設備投資は依然として低調であり、溶接

経常利益 2,856 527 2,329 441.6 % 関連装置やガス関連設備等は減収。

固定資産売却損益・除却損等 96 434 △338 【電子・機械事業】

株式売却損益・評価損等 △81 △2 △ 78 半導体・電子部品製造装置の販売が大幅に増加し、電子部材の出荷も好調

関係会社整理損 - △9 9 に推移。機械設備の販売は依然として厳しい状況が続く。

その他特別損益 △233 △44 △ 189 【マテリアル事業】

法人税等 △1,516 △646 △ 869 合成樹脂部門はPET樹脂等の販売数量が伸長し増収。セラミックス部門は、

少数株主利益 △154 △68 △86 各種原料の出荷が伸長。金属部門は主力であるステンレス鋼の販売が増加。

四半期純利益 967 189 777 409.1 % 電子材料部門は、販売が拡大し、中国での精密金属加工事業も好調に推移。

【自然産業事業】

◎連結範囲の変更 冷凍食品分野は低価格化が進む等厳しい事業環境となったが、水産品等の

　連結：　新規17社　除外0社　　　88社　→105社 販売が伸長。農業・畜産分野は種豚の販売が大きく落込み、収益が悪化。

　持分：　新規10社　除外14社　　124社　→120社 【売上高・利益】

  連結範囲の変更による影響額：軽微 当第１四半期の連結売上高は、前年同四半期比227億円増収。売上総利

益、営業利益、経常利益、四半期純利益もそれぞれ増益。

キャッシュ・フローの状況（単位：百万円） 財政状態（単位：百万円）
当第１四半期末 前期末 前期末比

営業活動によるC/F △ 8,045 6,589 △ 14,635 総資産 361,234 366,110 △4,876
投資活動によるC/F △5,484 △1,880 △3,603 自己資本 58,231 60,930 △2,698
フリー・キャッシュフロー △13,529 4,709 △18,239 有利子負債 177,081 158,998 18,083
財務活動によるC/F 12,449 △4,171 16,621 ネット有利子負債 157,360 139,754 17,605
換算差額 215 202 12 自己資本比率 16.1% 16.6% △0.5pt

現金及び現金同等物の増減額 △ 864 739 △1,604 有利子負債依存度 49.0% 43.4% 5.6pt悪化

連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 1,288 91 1,196 有利子負債倍率 3.04 2.60 0.44pt悪化

ネットDER 2.70 2.29 0.41pt悪化

※有利子負債には、新株予約権付社債（ゼロクーポン）7,710百万円及び

　 リース債務2,757百万円を含んでおります。

セグメント情報（単位：百万円） 平成23年３月期　連結業績予想（単位：百万円）

増減額

売上高（外部顧客に対する売上高） 144,824 122,117 22,707 18.6 % 売上高 640,000
　総合エネルギー事業 77,727 65,216 12,510 19.2 % 　総合エネルギー事業 336,000
　産業ガス・溶材事業 27,835 26,345 1,490 5.7 % 　産業ガス・溶材事業 124,000
　電子・機械事業 4,060 2,524 1,535 60.8 % 　電子・機械事業 24,000
　マテリアル事業 25,968 19,511 6,457 33.1 % 　マテリアル事業 115,000
　自然産業事業 5,206 5,181 24 0.5 % 　自然産業事業 25,000
　その他 4,026 3,337 689 20.7 % 　その他 16,000
営業利益 2,433 405 2,028 500.7 % 営業利益 14,700
　総合エネルギー事業 1,278 833 444 53.4 % 　総合エネルギー事業 9,100
　産業ガス・溶材事業 425 △ 273 698 　産業ガス・溶材事業 3,800
　電子・機械事業 0 △ 219 219 　電子・機械事業 400
　マテリアル事業 337 △ 259 597 　マテリアル事業 2,300
　自然産業事業 118 224 △105 △47.2 % 　自然産業事業 800
　その他・調整額 272 98 174   その他・調整額 △ 1,700
※当第１四半期より、マネジメント・アプローチの採用に伴い、セグメントの変更を行っております。 経常利益 13,900
このため、前第１四半期のセグメント情報は、変更後の事業区分に組替えて表示した上、増減比較をしております。 当期（四半期）純利益 6,000

－

増減率

平成23年３月期第１四半期連結決算の概況前年同四半期比

当第１四半期 前第１四半期
前年同四半期比

増減率
通期

４．補足情報

前年同四半期比前第１四半期当第１四半期

－

－

－
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平成22年８月６日
岩谷産業株式会社

【LPG売上高・売上数量】

国内民生用 売上数量（千㌧） 1.4 %
売上金額（百万円） 22.1 %

国内工業用 売上数量（千㌧） 21.8 %

売上金額（百万円） 72.8 %

海外 売上数量（千㌧） △28.3 %
売上金額（百万円） 19.9 %

LPG合計 売上数量（千㌧） △6.6 %
売上金額（百万円） 25.3 %

※国内民生用のうちバーター取引は、前年同四半期と比べ16千トン増加しております。

（3）単独実績（参考）

損益計算書（単位：百万円） 財政状態（単位：百万円）
当第１四半期 前第１四半期 当第１四半期末 前期末 前期末比

（平成22/6月期） （平成21/6月期） 増減額 増減率 総資産 253,957 262,144 △8,186
売上高 106,518 89,210 17,308 19.4 % 自己資本 50,335 53,089 △2,753
営業利益又は営業損失（△） 610 △1,031 1,642 - % 有利子負債 123,216 119,177 4,039
経常利益又は経常損失（△） 1,474 △212 1,686 - % ネット有利子負債 114,587 109,815 4,771
四半期純利益 880 62 817 1,300.7 % 自己資本比率 19.8% 20.3% △0.5ｐｔ

有利子負債依存度 48.5% 45.5% 3.0pt悪化

※有利子負債には、新株予約権付社債（ゼロクーポン）7,710百万円及び

《総括》　　当第１四半期の売上高は、前年同四半期比173億円の増収。 リース債務985百万円を含んでおります。

　　　　 　 　売上総利益、営業利益、経常利益、四半期純利益もそれぞれ増益。

平成23年３月期　単独業績予想（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

第２四半期累計期間 213,800 1,200 1,400 600

通期 472,000 7,400 7,600 3,500

※平成22年５月12日発表の業績予想を変更しておりません。

平成23年３月期第１四半期単独決算の概況

増減率

　（2）LPGの状況（連結）

増減額当第１四半期 前第１四半期

5,881 3,404 2,477

163 227 △64

10,883 9,075 1,808

648 694

413 5407
7,716

△46
59,362 47,360 12,001

12
42,596

71
34,880

58

前年同四半期比
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