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(百万円未満切捨て)

１．平成30年3月期第２四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第２四半期 16,686 0.9 716 △6.0 761 △8.3 434 △14.5

29年3月期第２四半期 16,531 4.5 762 13.1 829 11.2 507 12.6

(注) 包括利益 30年3月期第２四半期 583 百万円 ( 33.9％) 29年3月期第２四半期 435百万円 (△2.4 ％)

　

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

30年3月期第２四半期 62.12 ―

29年3月期第２四半期 72.66 ―
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年3月期第２四半期 29,760 14,482 43.2

29年3月期 31,015 14,138 40.5

(参考) 自己資本 30年3月期第２四半期 12,867百万円 　29年3月期 12,549百万円

　

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

29年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

30年3月期 ― 20.00

30年3月期(予想) ― 15.00 35.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

30年3月期の第２四半期末の配当金の内訳 普通配当 15円00銭 記念配当 5円00銭（東京証券取引所市場第一部指定記念配当）

　

３．平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 36,000 △4.3 1,900 △11.4 2,000 △11.0 1,200 △10.2 171.76

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ―社 ( )、除外 ―社 ( )

（２）四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の

　 会計処理の適用
： 有

（注）詳細は、添付資料10ページ「２.四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注

記事項（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（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) 30年3月期２Ｑ 7,004,000株 29年3月期 7,004,000株

② 期末自己株式数 30年3月期２Ｑ 17,673株 29年3月期 17,493株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期２Ｑ 6,986,415株 29年3月期２Ｑ 6,986,507株

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　 （将来に関する記述等についてのご注意）
　 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。
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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢や所得環境の改善がみられるものの、米国の政策動

向、欧州の政治リスク等により先行きは不透明な状況が続いております。

このような状況下、当第２四半期連結累計期間の売上高は166億86百万円と前年同四半期に比べ１億55百万円

(0.9%)の増収となりましたが、営業利益は７億16百万円と前年同四半期に比べ45百万円(6.0%)の減益、経常利益は

７億61百万円と前年同四半期に比べ68百万円(8.3%)の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は４億34百万円と

前年同四半期に比べ73百万円(14.5%)の減益となりました。

　

セグメント別業績の概要は次のとおりであります。

　

　ガス関連事業

ガス関連事業におきましては、溶解アセチレンは公共工事向けの、水素は石英加工向けの需要が減少いたしまし

たが、窒素は半導体・エレクトロニクス向けの需要が増加し、液化石油ガス及び石油類は輸入価格の上昇に伴う販

売価格の値上げ等により売上高は増加いたしました。

以上の結果、当部門の売上高は84億98百万円と前年同四半期に比べ４億66百万円(5.8%)増加いたしましたが、営

業利益は多賀城工場の大規模定期修理に加え販売費の増加により６億80百万円と前年同四半期に比べ１億50百万円

(18.1%)の減少となりました。

　

　器具器材関連事業

器具器材関連事業におきましては、溶接切断器具及び溶接材料の需要が増加したことにより売上高は増加いたし

ました。

以上の結果、当部門の売上高は53億９百万円と前年同四半期に比べ２億74百万円(5.4%)増加、営業利益は１億９

百万円と前年同四半期に比べ30百万円(37.8%)の増加となりました。

　

　自動車機器関連事業

自動車機器関連事業におきましては、自動車部品メーカーの設備投資需要が一巡したことにより売上高は減少い

たしました。

以上の結果、当部門の売上高は19億51百万円と前年同四半期に比べ４億66百万円(19.3%)減少、営業利益は１億12

百万円と前年同四半期に比べ31百万円(21.9%)の減少となりました。

　

　その他事業

その他事業におきましては、製氷・冷凍機械等の受注が減少したこと等により売上高は減少いたしました。

以上の結果、当部門の売上高は９億27百万円と前年同四半期に比べ１億18百万円(11.3%)減少いたしましたが、利

益率の改善に努めた結果、営業利益は１億77百万円と前年同四半期に比べ１億13百万円(175.8%)の増加となりまし

た。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、297億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億55百万円減

少いたしました。この主な要因は、現金及び預金が増加(11億９百万円)いたしましたが、電子記録債権が減少(21億

86百万円)したこと等によるものであります。

負債は、152億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億98百万円減少いたしました。この主な要因は、電子

記録債務が減少(８億83百万円)したこと及び借入金が減少(５億21百万円)したこと等によるものであります。

純資産は、144億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億43百万円増加いたしました。この主な要因は、親

会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加(２億24百万円)したこと等によるものであります。

　

キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、60億48百万円となり、前

連結会計年度末より11億９百万円(22.5%)増加いたしました。

なお、当第２四半期連結累計期間に係る各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、20億83百万円となりました。仕入債務が減

少いたしましたが、債権回収に伴う売上債権が減少したこと等により前年同四半期に比べ９億65百万円(86.4%)増加

しております。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、１億82百万円となりました。有形固定資産

の取得による支出が減少したこと等により前年同四半期に比べ３億４百万円(62.6%)減少しております。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、７億91百万円となりました。借入れによる

収入が減少したこと等により前年同四半期に比べ５億85百万円(285.5%)増加しております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 平成30年３月期の通期の業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はあり

ません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,954,527 6,064,449

受取手形及び売掛金 7,076,763 6,752,912

電子記録債権 4,905,035 2,718,732

商品及び製品 823,549 910,517

仕掛品 228,215 210,328

原材料及び貯蔵品 84,851 86,578

その他 364,555 376,570

貸倒引当金 △30,836 △27,120

流動資産合計 18,406,662 17,092,967

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,346,852 3,292,673

機械装置及び運搬具（純額） 1,368,134 1,266,481

土地 5,571,276 5,570,214

その他（純額） 335,891 395,995

有形固定資産合計 10,622,155 10,525,364

無形固定資産 123,816 123,881

投資その他の資産

投資有価証券 1,212,168 1,396,423

その他 732,825 673,605

貸倒引当金 △81,705 △51,406

投資その他の資産合計 1,863,288 2,018,622

固定資産合計 12,609,260 12,667,868

資産合計 31,015,923 29,760,836

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,949,304 5,817,777

電子記録債務 2,057,486 1,174,006

短期借入金 3,545,000 3,324,000

1年内返済予定の長期借入金 705,424 593,424

未払法人税等 416,776 271,241

賞与引当金 349,348 362,289

役員賞与引当金 14,730 3,330

その他 1,088,187 1,146,319

流動負債合計 14,126,257 12,692,388

固定負債

長期借入金 823,516 635,344

役員退職慰労引当金 457,617 416,180

退職給付に係る負債 1,252,321 1,267,466

資産除去債務 5,453 5,503

その他 211,981 261,664

固定負債合計 2,750,889 2,586,158

負債合計 16,877,146 15,278,547
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,261,000 2,261,000

資本剰余金 970,902 971,320

利益剰余金 9,214,391 9,438,548

自己株式 △9,102 △9,369

株主資本合計 12,437,191 12,661,499

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 112,346 205,649

その他の包括利益累計額合計 112,346 205,649

非支配株主持分 1,589,238 1,615,139

純資産合計 14,138,776 14,482,288

負債純資産合計 31,015,923 29,760,836
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 16,531,381 16,686,980

売上原価 11,632,840 11,791,667

売上総利益 4,898,541 4,895,312

販売費及び一般管理費 4,135,954 4,178,594

営業利益 762,587 716,718

営業外収益

受取利息 276 130

受取配当金 9,306 13,456

受取賃貸料 41,912 41,638

持分法による投資利益 15,006 6,547

その他 53,020 41,858

営業外収益合計 119,521 103,630

営業外費用

支払利息 24,628 20,733

賃貸費用 26,882 21,788

補助金返還損 － 14,029

その他 598 2,707

営業外費用合計 52,110 59,257

経常利益 829,998 761,091

特別利益

固定資産売却益 3,704 5,588

投資有価証券売却益 62,136 －

特別利益合計 65,841 5,588

特別損失

固定資産除売却損 28,651 8,730

特別損失合計 28,651 8,730

税金等調整前四半期純利益 867,188 757,949

法人税等 316,488 291,576

四半期純利益 550,700 466,373

非支配株主に帰属する四半期純利益 43,040 32,351

親会社株主に帰属する四半期純利益 507,659 434,022
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 550,700 466,373

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △114,609 118,424

持分法適用会社に対する持分相当額 △225 △1,148

その他の包括利益合計 △114,834 117,276

四半期包括利益 435,865 583,649

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 419,041 527,324

非支配株主に係る四半期包括利益 16,824 56,324
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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２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 867,188 757,949

減価償却費 445,101 395,414

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,725 △34,015

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,084 12,941

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,600 △11,400

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,462 △41,437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,806 15,144

受取利息及び受取配当金 △9,582 △13,586

支払利息 24,628 20,733

持分法による投資損益（△は益） △15,006 △6,547

投資有価証券売却損益（△は益） △62,136 －

固定資産売却益 △3,704 △5,588

固定資産除売却損 28,651 8,730

売上債権の増減額（△は増加） △145,713 2,510,155

たな卸資産の増減額（△は増加） △198,235 △70,808

仕入債務の増減額（△は減少） 828,713 △1,015,006

その他 △308,757 901

小計 1,471,173 2,523,580

利息及び配当金の受取額 13,248 15,652

利息の支払額 △24,519 △20,185

法人税等の支払額 △342,462 △435,797

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,117,440 2,083,250
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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 △576,604 △217,467

有形固定資産の売却による収入 4,640 36,266

無形固定資産の取得による支出 △941 △13,147

投資有価証券の取得による支出 △2,536 △2,901

投資有価証券の売却による収入 76,732 －

貸付けによる支出 △11,000 △7,500

貸付金の回収による収入 17,000 8,828

その他 6,031 13,665

投資活動によるキャッシュ・フロー △486,677 △182,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,236,000 1,178,000

短期借入金の返済による支出 △1,270,000 △1,399,000

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △452,340 △300,172

リース債務の返済による支出 △32,722 △30,373

自己株式の取得による支出 － △266

配当金の支払額 △172,836 △208,477

非支配株主への配当金の支払額 △13,312 △28,981

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△5 △1,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △205,217 △791,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 425,545 1,109,921

現金及び現金同等物の期首残高 3,997,203 4,938,527

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,422,749 6,048,449
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（４）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）

　 該当事項はありません

（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。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理の適用）

　 （税金費用の計算）

　 税金費用については、当第２四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しております。

（セグメント情報等）

　 （セグメント情報）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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)

報告セグメント
調整額

(注) １

四半期連結損益
計算書計上額

(注) ２
ガス関連
事業

器具器材
関連事業

自動車機器
関連事業

その他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,031,782 5,035,462 2,418,502 1,045,634 16,531,381 ― 16,531,381

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 8,031,782 5,035,462 2,418,502 1,045,634 16,531,381 ― 16,531,381

セグメント利益 831,423 79,560 143,734 64,295 1,119,014 △356,427 762,587

(注) １ セグメント利益の調整額△356,427千円は、すべて全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメント

　 に帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　 ２ 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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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)

報告セグメント
調整額

(注) １

四半期連結損益
計算書計上額

(注) ２
ガス関連
事業

器具器材
関連事業

自動車機器
関連事業

その他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,498,214 5,309,677 1,951,963 927,125 16,686,980 ― 16,686,980

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 8,498,214 5,309,677 1,951,963 927,125 16,686,980 ― 16,686,980

セグメント利益 680,617 109,646 112,264 177,348 1,079,876 △363,157 716,718

(注) １ セグメント利益の調整額△363,157千円は、すべて全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメント

　 に帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　 ２ 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。
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