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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第３四半期 6,061 3.7 782 8.6 802 9.1 588 33.3

22年３月期第３四半期 5,842 0.2 720 △15.5 735 △15.6 441 △11.8

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３四半期 177 01 ─

22年３月期第３四半期 130 12 ― 

 (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３四半期 10,557 7,263 67.3 2,138 50

22年３月期 9,607 6,832 69.6 2,010 94

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 7,108百万円 22年３月期 6,684百万円

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 ― 20 00 ― 20 00 40 00

23年３月期 ― 20 00 ―

23年３月期(予想) 20 00 40 00

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、対前期増減率)

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

通期 8,300 4.7 1,100 6.3 1,120 5.4 800 17.8 240 68

K.Aoki
財務会計

K.Aoki
ジャスダック



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  

  

・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。 

  

・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）3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】4ページ「その他」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 (            )、除外  －社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

(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３Ｑ 3,601,681株 22年３月期 3,601,681株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 277,774株 22年３月期 277,764株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 3,323,911株 22年３月期３Ｑ 3,390,935株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、当初企業努力に支えられ景気回復基調を維持して

おりましたが、後半にかけて、世界経済の減速やエコポイントも半減し国内政策効果にもかげりが見え

てきた影響などを受け、輸出や生産の拡大が減速基調となりました。 

 また、円高・株安が企業及び家計の心理を冷やし、設備投資と個人消費の下押しリスクも囁かれるな

ど、足踏みの状態で推移しました。 

 当医療ガス業界においても、競争が激化するなか、国の医療費抑制政策の推進、及び医療機関経営の

効率化に伴うニーズの変化等の影響もあり、今後とも厳しい経営環境が継続するものと思われます。 

このような経営環境のもと、当社はお客様からの「安心・安全」というニーズに的確にお応えしつ

つ、医療機関・在宅関連・有料老人ホーム等、幅広い医療分野でのビジネスチャンスの発掘に努め、営

業基盤の拡充を図るとともに、グループ全体の経営基盤、財務基盤のより一層の充実を目指して、企業

価値及び社会貢献度の向上に努めてまいりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は6,061百万円（前年

同期比3.7％増）と前年同期を上回る結果となりました。 

 一方損益面につきましては、厳しい市場環境のなか、前述の施策を推進した結果、経常利益は802百

万円（前年同期比9.1％増）となり、四半期純利益は588百万円（前年同期比33.3％増）と、いずれも前

年同期を上回る結果となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 医療用ガス関連事業 

当部門の需要は、緩やかながら増加基調にありますが、一方で医療機関が淘汰されつつあり、将来的

な薬価改定の影響等も勘案すると、今後も動向を十分に注視していく必要性があります。また、従来に

も増して業界内の競争も厳しさを増していることから生産効率、及び収益性の向上を図る必要性もさら

に高まっております。 

 このような経営環境のもと、営業基盤の拡充を図るべく活動を重ねた結果、当第３四半期連結累計期

間の売上高は2,644百万円、セグメント利益は362百万円となりました。 

② 在宅医療関連事業 

当部門は、当社の重要な収益源として継続して注力しており、社内での人材育成はもとより、医療機

関に対しての在宅酸素勉強会等も積極的に提案し、当社の内容並びに知名度向上に注力しております。

 新規開拓を主眼として集中的に人員を配した部署のさらなる効率的営業活動の推進、在宅酸素療法用

酸素供給装置の稼働率向上に向けた全社的な営業力の強化、及び顧客ニーズを反映したボンベキャリ

ー、ボンベバック等当社独自製品の開発も手掛けるなど、種々の施策を展開しております。 

 また、人工呼吸器や、ＣＰＡＰ（持続陽圧呼吸療法―閉塞型睡眠時無呼吸症に対応する機器）の販売

に関しても、各メーカーとの連携を密にして注力してまいりました。 

 これらの結果、売上高は2,140百万円、セグメント利益は303百万円となりました。 

③ 医療用ガス設備工事関連事業 

当部門は、各医療機関より医療ガス配管設備の施工、竣工後のメンテナンス等を行なっており、相応

の売上を確保しておりますが、経済環境を反映して工事案件自体が減少傾向にあることと、医療機関の

工事物件の竣工時期が下半期に集中している事もあり、当第３四半期連結累計期間の売上高は444百万

円、セグメント利益は65百万円となりました。 

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
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④ 有料老人ホーム関連事業 

東京都杉並区阿佐ヶ谷にて運営中の有料老人ホーム「ライフステージ阿佐ヶ谷」は、新聞折込みや杉

並区の広報誌への募集案内の掲載等による宣伝、並びに有料老人ホーム入居者紹介業者との連携などの

営業活動を継続した結果、新規での入居者はあったものの、長期入院及びご逝去による退去者があった

ことから、当第３四半期連結累計期間の売上高は172百万円、セグメント損失は24百万円となりまし

た。 

なお当社は、有料老人ホーム「ライフステージ阿佐ヶ谷」を運営しておりました、連結子会社の株式

会社星コーポレーションを平成22年10月１日付で吸収合併しております。 

  

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総資産は10,557百万円（前連結会計年度末比949百万円増）となりま

した。これは主に、現金及び預金が640百万円増加したこと及び、リース資産が129百万円増加したこと

等によるものであります。 

 負債合計は3,294百万円（前連結会計年度末比518百万円増）となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が138百万円減少したこと、及び長期借入金の増加382百万円、リース債務の増加112百万円が

あったこと等によるものであります。 

 純資産は7,263百万円（前連結会計年度末比431百万円増）となりました。これは主に、配当金の支払

いによる減少129百万円及び当第３四半期純利益588百万円等によるものであります。 

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の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より640百万円増加

し4,444百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は720百万円となりました。 

 これは税金等調整前第３四半期純利益が796百万円となったこと、及び減価償却費が290百万円あった

こと、また売上債権の減少53百万円、仕入債務の減少40百万円、法人税等の支払額400百万円があった

こと等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） 

 投資活動により使用した資金は289百万円となりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出252百万円があったこと等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） 

 財務活動により得られた資金は209百万円となりました。 

 これは、長期借入金による収入500百万円及びリース債務の返済による支出161百万円、配当金の支払

129百万円があったこと等によるものであります。 

  

当第３四半期における業績は概ね計画通りに進捗しており、前回公表（平成22年11月８日）の通期の

業績予想に修正はありませんが、業績予想を見直す必要が生じた場合には、適時に見直し数値を開示す

る予定であります。 

  

(2) 連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

四半期連結財務諸表の作成基準をベースとしつつ、投資家等利害関係者の判断を大きく誤らせない

範囲で、一部簡便的な手続きを採用しております。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。 

これによる当第３四半期の損益に与える影響は、軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円）

当第3四半期連結会計期間末 
(平成22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22年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,444,437 3,803,657

受取手形及び売掛金 1,539,672 1,593,409

商品及び製品 82,057 80,072

未成工事支出金 56,049 29,856

原材料及び貯蔵品 28,277 32,663

繰延税金資産 190,353 62,276

その他 67,576 59,298

貸倒引当金 △18,148 △17,845

流動資産合計 6,390,275 5,643,388

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 675,830 542,682

土地 1,851,903 1,851,903

その他（純額） 725,606 639,390

有形固定資産合計 3,253,340 3,033,976

無形固定資産 21,833 32,508

投資その他の資産   

投資有価証券 427,152 463,242

その他 468,231 436,985

貸倒引当金 △3,198 △2,337

投資その他の資産合計 892,185 897,890

固定資産合計 4,167,358 3,964,375

資産合計 10,557,634 9,607,763

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,167,209 1,305,228

1年内返済予定の長期借入金 117,636 －

未払法人税等 129,511 208,887

賞与引当金 51,920 95,400

その他 721,372 552,202

流動負債合計 2,187,648 2,161,719

固定負債   

長期借入金 382,364 －

退職給付引当金 － 2,889

役員退職慰労引当金 413,597 395,297

長期預り保証金 35,367 50,804

その他 275,301 164,752

固定負債合計 1,106,630 613,745

負債合計 3,294,279 2,775,465
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（単位：千円）

当第3四半期連結会計期間末 
(平成22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22年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 436,180 436,180

資本剰余金 513,708 513,708

利益剰余金 6,598,715 6,143,309

自己株式 △466,941 △466,922

株主資本合計 7,081,661 6,626,274

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,518 57,917

評価・換算差額等合計 26,518 57,917

少数株主持分 155,175 148,105

純資産合計 7,263,355 6,832,298

負債純資産合計 10,557,634 9,607,763
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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：千円）

前第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) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,842,445 6,061,045

売上原価 2,633,502 2,727,075

売上総利益 3,208,943 3,333,970

販売費及び一般管理費   

役員報酬 203,037 216,660

給料及び手当 997,076 1,041,760

賞与引当金繰入額 47,570 45,570

役員退職慰労引当金繰入額 38,700 18,300

その他 1,201,816 1,228,973

販売費及び一般管理費合計 2,488,200 2,551,264

営業利益 720,742 782,705

営業外収益   

受取利息 6,670 6,222

受取配当金 7,219 7,035

その他 6,660 12,308

営業外収益合計 20,550 25,566

営業外費用   

支払利息 4,483 5,494

その他 1,072 －

営業外費用合計 5,556 5,494

経常利益 735,736 802,777

特別利益   

投資有価証券売却益 16,820 －

固定資産売却益 26 －

貸倒引当金戻入額 9,086 －

特別利益合計 25,934 －

特別損失   

固定資産除却損 1,120 4,331

投資有価証券評価損 1,929 －

投資有価証券売却損 － 2,300

特別損失合計 3,050 6,631

税金等調整前四半期純利益 758,620 796,146

法人税等 313,081 199,355

少数株主損益調整前四半期純利益 － 596,791

少数株主利益 4,309 8,428

四半期純利益 441,229 588,362
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成22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 758,620 796,146

減価償却費 248,840 290,925

減損損失 － －

のれん償却額 9,750 9,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,699 △2,889

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 38,700 18,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,288 1,162

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,430 △43,480

投資有価証券売却損益（△は益） △16,820 2,300

投資有価証券評価損益（△は益） 1,929 －

受取利息及び受取配当金 △13,889 △13,257

支払利息 4,483 5,494

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,094 4,331

売上債権の増減額（△は増加） 183,892 53,737

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,544 △22,628

仕入債務の増減額（△は減少） △49,286 △40,324

その他 77,193 19,027

小計 1,195,031 1,078,595

利息及び配当金の受取額 14,904 12,405

利息の支払額 △4,483 △5,432

法人税等の支払額 △518,043 △400,703

法人税等の還付額 － 36,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 687,409 720,902

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 △200,000 －

定期預金の払戻による収入 1,200,000 －

投資有価証券の取得による支出 △15,437 △21,598

投資有価証券の売却による収入 32,280 2,000

有形固定資産の取得による支出 △166,328 △252,022

有形固定資産の売却による収入 458 －

無形固定資産の取得による支出 △290 －

貸付けによる支出 △3,000 －

長期貸付金の回収による収入 6,494 8,105

その他の支出 △30,468 △24,598

その他の収入 1,717 △1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー 825,426 △289,268

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △95,395 △161,341

長期借入れによる収入 － 500,000

自己株式の売却による収入 7,665 －

自己株式の取得による支出 △286,659 △19

配当金の支払額 △137,820 △129,494

財務活動によるキャッシュ・フロー △512,209 209,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,000,626 640,779

現金及び現金同等物の期首残高 2,388,742 3,803,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,389,368 4,444,437
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 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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．事業区分の方法 

  当社の事業区部の方法は、製品・商品の種類を基準として、「医療用ガス関連事業」及び「有料老人ホー

ム関連事業」の２つに区分しております。 

 2．各部分の属する主要な製品・商品の名称 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

医療用ガス
関連事業 
(千円)

有料老人ホーム
関連事業 
(千円)

計
（千円）

消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,659,650 182,794 5,842,445 ─ 5,842,445

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,445 ─ 1,445 △1,445 ─

計 5,661,095 182,794 5,843,890 △1,445 5,842,445

 営業利益 709,064 11,252 720,317 425 720,742

事業区分 売上区分 主要製品・商品

 医療用ガス 
 関連事業

 ガス関連
医療用酸素ガス、麻酔用ガス、分析用標準ガス、滅菌用ガス、その他医
療用ガス全般、各種調整器及び流量計各種吸引器、その他医療用機器全
般、容器運搬車

 在宅関連
在宅酸素療法用酸素濃縮器、在宅酸素療法用液化酸素、在宅人工呼吸
器、在宅酸素療法機器

 工事関連
医療ガス配管工事企画・設計・施工、特殊ガス配管工事企画・設計・施
工、医療ガス配管設備保守点検

 介護福祉関連・その他

電動三輪スクーター、電動四輪スクーター、歩行補助車・歩行器、車椅
子・ストレッチャー、伸縮杖・折りたたみ杖・固定杖、四点杖・ロフト
ストランド・クラッチ・松葉杖、入浴用品・排泄用品、介護・福祉機器
全般、その他介護用品の販売及びレンタル事業 
生体モデル、聴診器、血圧計、ナース用品、その他看護学校向け商品

 有料老人ホーム関連事業 有料老人ホームの経営、その他付帯する業務
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(追加情報) 

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。 

  

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

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、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて

国内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、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「医療用ガ

ス関連事業」、「在宅医療関連事業」、「医療用ガス設備工事関連事業」及び「有料老人ホーム関連事

業」の４つを報告セグメントとしております。 

「医療用ガス関連事業」は、医療用酸素ガス、麻酔用ガス及びその他医療用ガス全般の販売をしてお

ります。「在宅医療関連事業」は、在宅酸素療法用酸素濃縮器、持続陽圧呼吸療法用機器、在宅人工呼

吸器等のレンタル及び販売を行っております。「医療用ガス設備工事関連事業」は、医療用ガス配管工

事の設計・施工及び医療用ガス配管設備保守点検等を行っております。「有料老人ホーム関連事業」

は、有料老人ホームの運営及びそれに付帯する業務等を行っております。 

  

２  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 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)      （単位：千円） 

 
(注) 「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、介護福祉関連レンタル事業、看 

  護学校関連事業、医療器具関連事業等を含んでおります。 

  

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

                            （単位：千円）        

 
  

【セグメント情報】

報告セグメント

その他 合計医療用ガス 
関連事業

在宅医療
関連事業

医療用ガス
設備工事 
関連事業

有料老人
ホーム 
関連事業

計

 売上高

  外部顧客への売上高 2,644,632 2,140,532 419,178 172,212 5,376,556 684,489 6,061,045

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 24,850 ― 24,850 933 25,783

計 2,644,632 2,140,532 444,028 172,212 5,401,406 685,422 6,086,829

  セグメント利益 
 又は損失（△）

362,499 303,411 65,843 △24,223 707,532 99,830 807,362

利益 金額

 報告セグメント計 707,532

 「その他」の区分の利益 99,830

 セグメント間取引の消去 △24,656

 四半期連結損益計算書の営業利益 782,705
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４  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 

 該当事項はありません。 

  

 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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