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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 2,160 3.5 166 △39.5 170 △39.3 99 △40.5
25年3月期第1四半期 2,086 △2.5 275 31.6 280 27.8 167 32.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 104百万円 （△30.7％） 25年3月期第1四半期 150百万円 （19.0％）

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

26年3月期第1四半期 30.25 ―
25年3月期第1四半期 50.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 11,914 8,557 70.4
25年3月期 12,037 8,519 69.4
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  8,389百万円 25年3月期  8,352百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

25年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 4,300 1.9 490 △8.7 500 △8.9 290 △12.1 87.78
通期 9,300 4.7 1,170 3.8 1,190 3.5 720 4.1 217.94



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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おります。 

※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、添付資
料３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 3,601,681 株 25年3月期 3,601,681 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 298,034 株 25年3月期 297,988 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,303,682 株 25年3月期1Q 3,313,876 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和策や各種の経済対策を背景として、企業

収益や消費動向が改善するなど、景気は持ち直しの動きが見られたものの、海外経済の減速懸念等によ

り、先行き不透明な状況で推移しました。 

 当医療ガス業界においては、医療機関経営の効率化ニーズへの対応や、企業間競争の激化などから引

き続き厳しい経営環境が続いております。 

このような環境のもと、当社グループは、グループ各社の効率的な連携を図りつつ現状の営業基盤の

拡充を図るとともに、在宅医療や介護福祉関連など多岐に亘る分野における取扱業務の多様化推進と、

経営環境に即した柔軟な経営、並びに社会貢献を念頭に営業力の強化に努めてまいりました。 

これらの結果、連結売上高は2,160百万円（前年同四半期比3.5％増）と増収を確保できましたが、利

益面では、連結経常利益は170百万円（前年同四半期比39.3％減）、連結四半期純利益は99百万円（前

年同四半期比40.5％減）と減益となりました。 

  

セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

①医療用ガス関連事業 

当部門は、主力商品である医療用酸素ガスの需要が緩やかながら減少しており、競争激化が続く厳し

い環境のもと、新規取引先の獲得や新商品の拡販等の営業努力を重ねましたが、売上高は816百万円

（前年同四半期比0.1％減）、セグメント利益は50百万円（前年同四半期比48.5％減）となりました。 

  

②在宅医療関連事業  

当部門は、国の在宅医療促進政策推進を背景に、人口呼吸器や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）の需要が増加傾向のなか、地域中核病院から診療所まで幅広い営業活

動に注力したほか、在宅酸素療法用酸素供給装置に付属する高機能リモコン（製品名：パレッツ）の機

能拡張を進め販売強化に努めた結果、売上高は823百万円（前年同四半期比4.3％増）、一方セグメント

利益は104百万円（前年同四半期比22.3％減）となりました。 

  

③医療用ガス設備工事関連事業  

当部門は、大型案件の完成等が寄与し、売上高は188百万円（前年同四半期比29.1％増）となりまし

たが、利益確保には至らずセグメント損失は2百万円（前年同四半期セグメント利益17百万円）となり

ました。 

  

④介護福祉関連事業 

当部門は、在宅及び病院・医療機関へのレンタルが堅調に推移し、居宅介護支援事業者への継続的な

営業強化など拡販に注力しましたが、売上高は96百万円（前年同四半期比8.1％減）、セグメント利益

は9百万円（前年同四半期比34.1％減）となりました。 

  

⑤施設介護関連事業  

当部門は、種々の広報活動に加え、居宅介護支援事業者や医療機関との連携等の入居者募集活動によ

り有料老人ホーム「ライフステージ阿佐ヶ谷」の稼働率向上に注力したほか、前期に新設した通所介護

施設「あしつよ・文京」が寄与したことなどから、売上高は60百万円（前年同四半期比12.4％増）と増

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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収でしたが、利益面ではセグメント損失17百万円（前年同四半期セグメント損失10百万円）となりま

した。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は11,914百万円（前連結会計年度末比122百万円減）となりま

した。これは主に、流動資産のうち、現金及び預金が94百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が

212百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は3,356百万円（前連結会計年度末比160百万円減）となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が71百万円、未払法人税等が150百万円減少したこと、賞与引当金が60百万円増加したこと等

によるものであります。 

 純資産は8,557百万円（前連結会計年度末比38百万円増）となりました。これは主に、配当金の支払

いによる減少66百万円、当第１四半期純利益99百万円等によるものであります。 

  

当第１四半期累計期間の状況から、業績予想（平成25年５月13日発表）の見直しは行っておりませ

ん。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

（税金費用の計算） 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して

おります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第1四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,643,150 5,737,771

受取手形及び売掛金 1,734,131 1,521,268

たな卸資産 190,818 167,351

繰延税金資産 78,020 77,736

その他 41,567 73,884

貸倒引当金 △6,957 △8,456

流動資産合計 7,680,730 7,569,555

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 593,991 587,222

土地 1,870,975 1,870,975

その他（純額） 689,856 678,172

有形固定資産合計 3,154,823 3,136,370

無形固定資産 101,083 94,007

投資その他の資産   

投資有価証券 541,997 550,932

その他 560,545 565,311

貸倒引当金 △1,832 △1,659

投資その他の資産合計 1,100,710 1,114,585

固定資産合計 4,356,617 4,344,962

資産合計 12,037,347 11,914,518

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,531,010 1,459,995

1年内返済予定の長期借入金 117,636 117,636

未払法人税等 220,402 70,391

賞与引当金 120,000 180,000

その他 674,084 667,814

流動負債合計 2,663,134 2,495,837

固定負債   

長期借入金 117,683 88,274

役員退職慰労引当金 443,987 486,887

長期預り保証金 18,475 17,752

その他 274,381 268,031

固定負債合計 854,528 860,945

負債合計 3,517,662 3,356,782
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第1四半期連結会計期間 
（平成25年６月30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 7,883,326 7,917,185

自己株式 △509,990 △510,108

株主資本合計 8,323,224 8,356,964

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29,311 32,869

その他の包括利益累計額合計 29,311 32,869

少数株主持分 167,149 167,901

純資産合計 8,519,685 8,557,735

負債純資産合計 12,037,347 11,914,518
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
  四半期連結損益計算書     
    第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月 1日 
  至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月 1日 
  至 平成25年６月30日) 

売上高 2,086,787 2,160,379

売上原価 937,648 1,033,548

売上総利益 1,149,138 1,126,830

販売費及び一般管理費 873,345 959,918

営業利益 275,793 166,912

営業外収益   

受取利息 2,352 433

受取配当金 2,603 2,585

その他 2,456 2,110

営業外収益合計 7,412 5,128

営業外費用   

支払利息 2,483 1,780

営業外費用合計 2,483 1,780

経常利益 280,721 170,260

特別損失   

固定資産除却損 152 －

特別損失合計 152 －

税金等調整前四半期純利益 280,569 170,260

法人税等 111,699 69,245

少数株主損益調整前四半期純利益 168,869 101,014

少数株主利益 1,000 1,082

四半期純利益 167,868 99,932
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 四半期連結包括利益計算書 
  第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月 1日 
  至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月 1日 
  至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 168,869 101,014

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,358 3,226

その他の包括利益合計 △18,358 3,226

四半期包括利益 150,511 104,241

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 150,163 103,490

少数株主に係る四半期包括利益 347 751
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

 1．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 

（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、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。 

  

 2．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) 

（単位：千円） 

 
  

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 

該当事項はありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

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

介護福祉
関連事業

施設介護
関連事業

計

売上高

外部顧客への 
売上高

817,323 789,499 145,603 105,261 54,115 1,911,803 174,983 2,086,787

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

― ― 31,410 ― ― 31,410 ― 31,410

計 817,323 789,499 177,013 105,261 54,115 1,943,213 174,983 2,118,197

セグメント利益 
又は損失(△)

97,376 134,193 17,166 14,326 △10,047 253,015 26,130 279,146

利益 金額

 報告セグメント計 253,015

 「その他」の区分の利益 26,130

 セグメント間取引の消去 △3,353

 四半期連結損益計算書の営業利益 275,793
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

 1．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 

（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、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。 

  

 2．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) 

（単位：千円） 

 
  

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 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

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

介護福祉
関連事業

施設介護
関連事業

計

売上高

外部顧客への 
売上高

816,303 823,603 188,006 96,690 60,807 1,985,411 174,967 2,160,379

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

― ― 4,460 ― ― 4,460 ― 4,460

計 816,303 823,603 192,466 96,690 60,807 1,989,871 174,967 2,164,839

セグメント利益 
又は損失(△)

50,123 104,300 △2,731 9,434 △17,485 143,640 24,215 167,856

利益 金額

 報告セグメント計 143,640

 「その他」の区分の利益 24,215

 セグメント間取引の消去 △943

 四半期連結損益計算書の営業利益 166,912
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