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(百万円未満切捨て)
１．平成29年3月期の連結業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 76,027 △0.5 4,515 △1.6 5,105 △0.9 3,326 7.7

28年3月期 76,469 △1.9 4,589 11.7 5,154 8.2 3,087 9.8

(注) 包括利益 29年3月期 4,515 百万円 (321.3％) 28年3月期 1,071 百万円 (△80.2％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年3月期 60.24 － 6.8 6.3 5.9

28年3月期 55.91 － 6.6 6.7 6.0

(参考) 持分法投資損益 29年3月期 －百万円 28年3月期 －百万円
　

（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

29年3月期 79,829 51,426 63.3 916.05

28年3月期 75,905 47,823 61.8 849.78

(参考) 自己資本 　29年3月期 50,571百万円 　28年3月期 46,917百万円
　

（３）連結キャッシュ・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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年3月期 5,206 △2,681 △1,982 16,181

28年3月期 4,632 △2,876 △897 15,648

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

28年3月期 7.00 7.00 14.00 772 25.0 1.6

29年3月期 7.00 7.00 14.00 772 23.2 1.5

30年3月期(予想) 7.00 7.00 14.00 23.5

　

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、通期は対前期、四半期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) 40,000 9.7 2,100 8.2 2,400 11.8 1,500 7.7 26.98

通 期 82,000 7.8 4,700 4.0 5,300 3.7 3,300 △0.7 59.37
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※ 注記事項

（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

　 新規 － 社 (社名) 、除外 － 社 (社名)

　

（２）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 ： 有

　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

　

（３）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) 29年3月期 55,577,526 株 28年3月期 55,577,526 株

② 期末自己株式数 29年3月期 372,182 株 28年3月期 366,679 株

③ 期中平均株式数 29年3月期 55,208,096 株 28年3月期 55,215,479 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．平成29年3月期の個別業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 60,833 △0.7 2,582 △7.4 3,442 △4.9 2,331 2.0

28年3月期 61,291 △2.8 2,788 1.8 3,622 1.1 2,284 5.8
　

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

29年3月期 42.22 －

28年3月期 41.36 －

　

（２）個別財政状態

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

29年3月期 67,683 44,941 66.3 814.07

28年3月期 64,865 42,521 65.5 770.16

(参考) 自己資本 　29年3月期 44,941百万円 　28年3月期 42,521百万円

　

２．平成30年3月期の個別業績予想（平成29年4月1日～平成30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)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 32,000 9.7 1,800 26.1 1,200 22.1 21.59

通 期 66,000 8.4 3,900 13.2 2,500 7.2 44.98

　

※ 決算短信は監査の対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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って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ったての注意事項等については、添付資料４ページ「１．経営成績等の概

況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調がみられたものの、中国や新興国経済の成長鈍化、

英国のＥＵ離脱問題などによる世界経済の減速懸念、米国新政権の政策動向などにより、先行き不透明な状況

で推移いたしました。

このような状況のなか、当社グループは市場が求める安全・安心な製品やサービスを供給することを基本と

し、安定的な収益確保に向けた販売体制の強化や生産体制の効率化に取り組んでまいりました。その結果、当

連結会計年度の売上高は760億27百万円（前期比0.5％減少）、営業利益は45億15百万円（前期比1.6％減少）、

経常利益は51億５百万円（前期比0.9％減少）、親会社株主に帰属する当期純利益は33億26百万円（前期比7.7

％増加）となりました。

　 当社グループの事業別の状況は次のとおりであります。

　

　 ガス事業

ガス事業を取り巻く環境は、建設、土木、造船、鉄鋼、電機、化学、自動車等仕向け先全般にわたり回復力

が弱く、下期にかけて一部の業種において緩やかな持ち直しの動きがみられましたが、依然として不透明な状

況で推移いたしました。

このような事業環境のなか、当事業では地域に密着したシリンダーガスビジネスの収益力強化を推し進める

とともに、安全確保と環境保全のため、既存製造設備の更新及び整備等の投資を行なってまいりました。

『溶解アセチレン』は、主要需要先である建設、土木等の工事向けが減少し、売上高は前期を下回りました。

『その他工業ガス等』は、アルゴン、窒素、炭酸ガス、特殊ガスが新規需要先等の獲得により増加しましたが、

ＬＰガス等の石油系ガスが新規需要先の獲得による販売数量の増加にもかかわらず、輸入価格の大幅な下落に

伴ない販売価格が低下し、売上高は前期を下回りました。『溶接溶断関連機器』は、溶接ロボットや工作機械

等の需要が回復し、また、ガスエンジニアリング工事の積極的な受注獲得に伴ない、売上高は前期を上回りま

した。『容器』は、消火設備装置向けの需要が増加し、また、半導体・電子向け特殊容器の需要の増加により、

売上高は前期を上回りました。

このほか『設備賃貸』の収入を加えた当事業の売上高は577億58百万円（前期比0.2％減少）となりました。

営業利益は、43億73百万円（前期比1.5％減少）となりました。

　 化成品事業

化成品事業を取り巻く環境は、住宅着工件数は増加したものの、改修需要は回復せず、依然として厳しい状

況が続きました。

このような事業環境のなか、当事業では新しい技術の開発に注力し、環境にやさしい製品やユーザーニーズ

に合った付加価値の高い製品の開発を行ない、国内はもとより中国、東南アジア地域の新規需要先への展開に

に努めてまいりました。

『接着剤』は、ぺガールが新規需要先の獲得により紙用、塗料用、土木・建築用に需要を伸ばし、シアノン

が海外向けに為替の影響を受けて減少したものの、ペガロックが国内向けに新規需要先を獲得し、また、海外

向けに高機能品が弱電分野の市場開拓により増加し、売上高は前期を上回りました。

『塗料』は、エアゾール製品が製造ラインの増強により防水スプレーなどが増加したものの、建築用塗料が

改修需要の低迷と天候不順により工事が減少し、売上高は前期を下回りました。

このほか『設備賃貸』の収入を加えた当事業の売上高は175億92百万円(前期比0.3％増加)となりました。

営業利益は、ベトナム子会社の投資、国内の設備投資などがありましたが、設備の合理化と原材料価格の値

下がりもあって採算が改善し、12億47百万円（前期比15.5％増加）となりました。

　 その他事業

『その他事業』は、新商材品『ディスプレイタグ』の拡販を進めたものの、ＬＳＩカード関連が鉄道事業者

向けに伸び悩み、バス事業者向けの売上げも大きく減少し、また、海外向け光学機器の需要が大幅に減少し、

売上高は６億75百万円（前期比34.0％減少）、営業利益は55百万円（前期比77.4％減少）となりました。
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【各事業別の売上高および営業利益】

　 （単位：百万円）

事 業 区 分
売 上 高 営 業 利 益

金 額 前期比（％） 金 額 前期比（％）

ガス事業 57,758 99.8 4,373 98.5

化成品事業 17,592 100.3 1,247 115.5

その他事業 675 66.0 55 22.6

合計 76,027 99.5 5,677 98.5

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ39億24百万円増加して798億29百万円となり

ました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ10億62百万円増加して446億13百万円となりました。これは主に売上債

権であります受取手形及び売掛金が４億３百万円減少したものの、現金及び預金が５億33百万円、電子記録債

権が８億63百万円増加したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ28億61百万円増加して352億16百万円となりました。これは主に、有形

固定資産が前連結会計年度末と比べ12億39百万円、投資有価証券が16億77百万円増加したことによるものであ

ります。

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ３億21百万円増加して284億３百万円となりまし

た。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ20億84百万円減少して227億95百万円となりました。これは主に、仕入

債務であります支払手形及び買掛金が５億50百万円増加したものの、短期借入金が９億80百万円、一年内返済

の長期借入金が20億56百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ24億５百万円増加して56億８百万円となりました。これは主に、長期

借入金が19億66百万円、繰延税金負債が５億30百万円増加したことによるものであります。

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ、36億３百万円増加して514億26百万円となりま

した。これは主に、その他有価証券評価差額金が11億１百万円、利益剰余金が25億53百万円増加したことによ

るものであります。

　

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ５億33

百万円増加し、161億81百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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)

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は52億６百万円（前連結会計年度比12.3％増加）とな

りました。これは主に、法人税等の支払いが17億20百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が51億３百

万円、減価償却費が18億59百万円あったこと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）

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は26億81万円（前連結会計年度比6.7％減少）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25億69百万円あったこと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）

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は19億82百万円（前連結会計年度比120.9％増加）とな

りました。これは主に配当金の支払いが７億73百万円、短期借入金の返済が９億80百万円あったことによるも

のであります。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期

自己資本比率 56.4 58.3 60.4 61.8 63.3

時価ベースの自己資本比率 41.7 43.6 43.8 46.5 49.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1.5 1.9 1.0 1.2 0.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

52.2 42.0 84.8 77.0 142.8

　自己資本比率 ：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 :有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・ガバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利息支払額

　（注）１．いずれの指標も連結ベースの財務数値により計算しています。

　 ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しています。

　 ３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しています。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている借入金を対象と

　 しています。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、国内は引き続き緩やかな回復基調で推移すると見られるものの、原油価格や

為替変動など景気の先行きは不透明な状況が続くものと予想されます。

次期の連結業績見通しにつきましては、連結売上高は820億円、連結営業利益47億円、連結経常利益53億円、

親会社株主に帰属する当期純利益33億円を予想しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財

務諸表を作成する方針であります。

　なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,690 16,223

受取手形及び売掛金 21,645 21,241

電子記録債権 1,449 2,312

商品及び製品 2,430 2,482

仕掛品 408 429

原材料及び貯蔵品 1,149 1,185

繰延税金資産 599 621

その他 285 208

貸倒引当金 △108 △91

流動資産合計 43,550 44,613

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,667 6,139

機械装置及び運搬具（純額） 2,964 2,970

土地 13,121 13,550

建設仮勘定 316 649

その他（純額） 946 945

有形固定資産合計 23,014 24,254

無形固定資産 404 371

無形固定資産合計 404 371

投資その他の資産

投資有価証券 8,215 9,893

繰延税金資産 38 23

その他 761 732

貸倒引当金 △79 △58

投資その他の資産合計 8,936 10,590

固定資産合計 32,354 35,216

資産合計 75,905 79,829
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,268 10,819

電子記録債務 5,892 5,718

短期借入金 2,496 1,516

1年内返済予定の長期借入金 2,090 33

未払法人税等 896 954

賞与引当金 1,127 1,147

役員賞与引当金 95 82

繰延税金負債 － 0

その他 2,012 2,523

流動負債合計 24,879 22,795

固定負債

長期借入金 1,045 3,012

退職給付に係る負債 723 631

役員退職慰労引当金 34 39

繰延税金負債 654 1,184

その他 744 741

固定負債合計 3,202 5,608

負債合計 28,082 28,403

純資産の部

株主資本

資本金 2,885 2,885

資本剰余金 2,777 2,761

利益剰余金 39,639 42,193

自己株式 △195 △198

株主資本合計 45,106 47,640

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,291 3,392

為替換算調整勘定 89 46

退職給付に係る調整累計額 △570 △507

その他の包括利益累計額合計 1,810 2,930

非支配株主持分 906 854

純資産合計 47,823 51,426

負債純資産合計 75,905 79,829
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 76,469 76,027

売上原価 54,934 54,299

売上総利益 21,534 21,728

販売費及び一般管理費 16,945 17,212

営業利益 4,589 4,515

営業外収益

受取利息 3 4

受取配当金 188 215

受取手数料 142 132

その他 500 436

営業外収益合計 834 789

営業外費用

支払利息 60 36

その他 209 162

営業外費用合計 269 198

経常利益 5,154 5,105

特別利益

退職給付に係る負債戻入額 － 31

その他 － 0

特別利益合計 － 31

特別損失

投資有価証券評価損 － 1

ゴルフ会員権評価損 1 13

減損損失 57 8

厚生年金基金脱退損失 104 －

その他 － 11

特別損失合計 162 34

税金等調整前当期純利益 4,991 5,103

法人税、住民税及び事業税 1,736 1,741

法人税等調整額 103 △17

法人税等合計 1,839 1,724

当期純利益 3,152 3,379

非支配株主に帰属する当期純利益 64 53

親会社株主に帰属する当期純利益 3,087 3,326
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純利益 3,152 3,379

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,550 1,113

為替換算調整勘定 22 △43

退職給付に係る調整額 △553 65

その他の包括利益合計 △2,080 1,135

包括利益 1,071 4,515

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,039 4,446

非支配株主に係る包括利益 32 68
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,885 2,776 37,325 △189 42,798

当期変動額

剰余金の配当 △773 △773

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,087 3,087

自己株式の取得 △7 △7

自己株式の処分 0 0 1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - 0 2,314 △6 2,308

当期末残高 2,885 2,777 39,639 △195 45,106

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 3,819 66 △28 3,858 876 47,533

当期変動額

剰余金の配当 △773

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,087

自己株式の取得 △7

自己株式の処分 1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1,527 22 △542 △2,047 29 △2,018

当期変動額合計 △1,527 22 △542 △2,047 29 289

当期末残高 2,291 89 △570 1,810 906 47,823

決算短信（宝印刷） 2017年05月11日 11時24分 11ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



高圧ガス工業株式会社(4097) 平成29年３月期 決算短信

― 10 ―

　 当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,885 2,777 39,639 △195 45,106

当期変動額

剰余金の配当 △772 △772

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,326 3,326

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 -

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△16 △16

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - △16 2,553 △3 2,533

当期末残高 2,885 2,761 42,193 △198 47,640

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 2,291 89 △570 1,810 906 47,823

当期変動額

剰余金の配当 △772

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,326

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 -

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△16

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,101 △43 62 1,120 △51 1,069

当期変動額合計 1,101 △43 62 1,120 △51 3,603

当期末残高 3,392 46 △507 2,930 854 51,426
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 4,991 5,103

減価償却費 1,824 1,859

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 101 0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △84 34

退職給付に係る負債の戻入額 － △31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7 △13

受取利息及び受取配当金 △191 △220

支払利息 60 36

投資有価証券売却損益（△は益） － 1

減損損失 57 8

投資有価証券評価損益（△は益） － 1

関係会社株式清算損益（△は益） － 7

為替差損益（△は益） 68 9

厚生年金基金脱退損失 104 －

売上債権の増減額（△は増加） 489 △444

たな卸資産の増減額（△は増加） △60 △111

仕入債務の増減額（△は減少） △441 377

未払消費税等の増減額（△は減少） △420 2

その他 △100 155

小計 6,397 6,743

利息及び配当金の受取額 191 220

利息の支払額 △60 △36

厚生年金基金脱退による支払額 △104 －

法人税等の支払額 △1,792 △1,720

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,632 5,206

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 △63 △42

定期預金の払戻による収入 63 42

有形固定資産の取得による支出 △2,792 △2,569

無形固定資産の取得による支出 △29 △40

投資有価証券の取得による支出 △83 △87

投資有価証券の売却による収入 － 23

その他の支出 △13 △37

その他の収入 42 29

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,876 △2,681

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） △30 △980

長期借入れによる収入 50 2,000

長期借入金の返済による支出 △138 △2,090

自己株式の取得による支出 △5 △3

配当金の支払額 △770 △773

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

－ △130

その他の支出 △2 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △897 △1,982
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 850 533

現金及び現金同等物の期首残高 14,797 15,648

現金及び現金同等物の期末残高 15,648 16,181
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（５）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。

(会計方針の変更)

　 （平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

当社及び国内連結子会社は、従来から定額法を採用している佐倉工場を除き法人税法の改正に伴ない、「平成

28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17

日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法

を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

　 （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連

結会計年度から適用しております。
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(セグメント情報等)

(セグメント情報)

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、定期的に検討を行なう対象となっているものであります。

当社グループは、経営組織の形態と取扱い製品及び商品に基づき、「ガス事業」、「化成品事業」、「その他事

業」の３つを報告セグメントとしています。

各セグメントの主要な製品及び商品は以下のとおりであります。

セグメント 主要な製品及び商品

ガス事業 溶解アセチレン、その他工業ガス等、溶接溶断関連機器、容器、設備の賃貸等

化成品事業 接着剤、塗料、設備の賃貸等

その他事業 ＬＳＩカード等

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と

同一であります。

　 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　 前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注１)

連結財務諸表
計上額
(注２)ガス事業 化成品事業 その他事業 計

売上高

外部顧客への売上高 57,906 17,538 1,024 76,469 ― 76,469

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 57,906 17,538 1,024 76,469 ― 76,469

セグメント利益 4,440 1,080 246 5,767 △1,177 4,589

セグメント資産 42,147 14,598 431 57,176 18,728 75,905

その他の項目

減価償却費 1,458 326 3 1,788 35 1,824

　のれんの償却額 ― 28 ― 28 ― 28

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,361 457 3 2,822 1 2,824

（注）1 セグメント利益の調整額△1,177百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント資産の調整額18,728百万円は、全社資産の額であり、全社資産の主なものは、親会社の金融資産

(現金及び預金、投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっています。
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　 当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注１)

連結財務諸表
計上額
(注２)ガス事業 化成品事業 その他事業 計

売上高

外部顧客への売上高 57,758 17,592 675 76,027 ― 76,027

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 57,758 17,592 675 76,027 ― 76,027

セグメント利益 4,373 1,247 55 5,677 △1,162 4,515

セグメント資産 43,948 15,388 482 59,819 20,010 79,829

その他の項目

減価償却費 1,468 356 4 1,830 29 1,859

　のれんの償却額 ― ― ― ― ― ―

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,660 482 ― 3,143 8 3,152

（注）1 セグメント利益の調整額△1,162百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント資産の調整額20,010百万円は、全社資産の額であり、全社資産の主なものは、親会社の金融資産

(現金及び預金、投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっています。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 849.78円

１株当たり当期純利益 55.91円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については

、潜在株式がないため、記載していません。

１株当たり純資産額 916.05円

１株当たり当期純利益 60.24円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については

、潜在株式がないため、記載していません。

(注) 算定上の基礎

１． １株当たり純資産額

前連結会計年度末
(平成28年３月31日)

当連結会計年度末
(平成29年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 47,823 51,426

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 46,917 50,571

差額の主な内訳(百万円)

少数株主持分 906 854

普通株式の発行済株式数(千株) 55,577 55,577

普通株式の自己株式数(千株) 366 372

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

55,210 55,205
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２． １株当たり当期純利益金額

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当期純利益金額(百万円) 3,087 3,326

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,087 3,326

普通株式の期中平均株式数(千株) 55,215 55,208

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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