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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（１）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 ％

25年３月期第１四半期 242 19.0 60 127.4 58 137.0 36 149.2
24年３月期第１四半期 204 △12.9 26 146.2 24 123.9 14 107.2

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

25年３月期第１四半期 9.12 ―
24年３月期第１四半期 3.66 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 2,736 1,664 60.8
24年３月期 2,775 1,650 59.4

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 1,664百万円 24年３月期 1,650百万円

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

24年３月期 ― ― ― 5.00 5.00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) ― ― 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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
1,277～
1,560

―
61～
114

―
54～
101

―
25～
46

―
6.24～
11.47

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

     

   

   
  

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（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 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

(注) 詳細は、添付資料Ｐ.３「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)会計方針の変更・会計上の見積りの変
更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 25年３月期１Ｑ 4,032,000株 24年３月期 4,032,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 23,287株 24年３月期 23,287株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 4,008,713株 24年３月期１Ｑ 4,009,365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ますが、この四半期決算短

信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期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、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。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要など内需のけん引により、企業の設備投資

や個人消費が回復基調にあるものの、欧州債務危機や為替における円の独歩高などのリスクも予断を許さ

ず、先行きは依然として不透明な状況となっています。 

このような環境の下、当社は主力の火工品事業において、プロジェクトチームを編成し、民間向け火工

品販売を拡大すべく、鋭意努力しているところであります。 

当第１四半期累計期間の売上は、火工品事業における民間向け火工品の売上増加により、前年同期に比

べ38百万円増加しました。 

また、利益面については、売上増に伴う利益増分と期初からの労務費他製造経費削減により、営業利

益、経常利益及び四半期純利益は、前年同期に比べ増益となりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高242百万円（前年同期比19.0％増）、営業利益60

百万円（前年同期比127.4％増）、経常利益58百万円（前年同期比137.0％増）、四半期純利益36百万円

（前年同期比149.2％増）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 火工品事業 

当第１四半期累計期間の火工品事業は、官公庁向け火工品販売が伸びないなか、一部民間向け火工品

受注量増加により売上高は212百万円（前年同期比22.1％増）となりました。 

セグメント利益は、49百万円と前年同期と比べ34百万円（216.8％増）増加しました。 

② 賃貸事業 

当第１四半期累計期間の賃貸事業の売上高は、29百万円（前年同期比0.9％増）となりました。  

セグメント利益は19百万円と前年同期と比べ3.1％増加しました。 

  

当第１四半期会計期間の財政状態につきましては、総資産2,736百万円（前事業年度末比39百万円

減）、負債の部合計1,071百万円（前事業年度末比54百万円減）、純資産の部合計は1,664百万円（前事

業年度末比14百万円増）となりました。  

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、前回発表（平成24年５月11日付「平成24年３月期決算短

信[日本基準]（非連結）」の業績予想から変更はありません。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）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。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

当第１四半期累計期間において有形固定資産の取得はないため、従来の方法と比べて損益に与える影

響はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 432,057 458,234

受取手形及び売掛金 391,805 128,304

商品及び製品 14,259 19,012

仕掛品 88,002 225,501

原材料及び貯蔵品 144,331 192,345

その他 33,283 46,916

流動資産合計 1,103,740 1,070,314

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 351,431 344,941

土地 1,023,935 1,023,935

その他（純額） 144,103 146,932

有形固定資産合計 1,519,470 1,515,809

無形固定資産 48,819 48,167

投資その他の資産 103,861 102,036

固定資産合計 1,672,151 1,666,014

資産合計 2,775,892 2,736,328

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,046 43,921

短期借入金 443,328 493,328

未払法人税等 56,174 24,925

賞与引当金 37,557 47,054

その他 169,729 98,832

流動負債合計 742,835 708,062

固定負債   

長期借入金 81,662 70,830

退職給付引当金 66,948 68,571

役員退職慰労引当金 28,883 30,450

製品保証引当金 13,335 9,643

資産除去債務 9,167 9,113

その他 182,933 174,849

固定負債合計 382,929 363,458

負債合計 1,125,765 1,071,520
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 201,600 201,600

資本剰余金 18,121 18,121

利益剰余金 1,431,568 1,448,082

自己株式 △10,855 △10,855

株主資本合計 1,640,434 1,656,948

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,693 7,859

評価・換算差額等合計 9,693 7,859

純資産合計 1,650,127 1,664,807

負債純資産合計 2,775,892 2,736,328

細谷火工㈱（4274）平成25年3月期第1四半期決算短信(非連結)細谷火工㈱（4274）平成25年3月期第1四半期決算短信(非連結)

5



（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 204,030 242,778

売上原価 121,762 127,043

売上総利益 82,268 115,734

販売費及び一般管理費 55,660 55,216

営業利益 26,607 60,518

営業外収益   

受取配当金 726 858

雑収入 442 558

営業外収益合計 1,168 1,416

営業外費用   

支払利息 2,020 1,924

休止固定資産関係費用 895 1,017

雑損失 0 61

営業外費用合計 2,915 3,003

経常利益 24,861 58,932

特別利益   

固定資産売却益 － 29

特別利益合計 － 29

税引前四半期純利益 24,861 58,962

法人税、住民税及び事業税 18,792 24,243

法人税等調整額 △8,598 △1,838

法人税等合計 10,193 22,404

四半期純利益 14,667 36,557
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 
  

 
(注) 全社費用は、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。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

 
  

 
(注) 全社費用は、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。 

  

該当事項はありません。 

（５）セグメント情報等

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
合計

火工品事業 賃貸事業 計

売上高 174,463 29,567 204,030 204,030

セグメント利益 15,760 18,501 34,261 34,261

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)

利益 金額

報告セグメント計 34,261

全社費用(注) △7,653

四半期損益計算書の営業利益 26,607

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

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
合計

火工品事業 賃貸事業 計

売上高 212,943 29,834 242,778 242,778

セグメント利益 49,935 19,083 69,018 69,018

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)

利益 金額

報告セグメント計 69,018

全社費用(注) △8,500

四半期損益計算書の営業利益 60,518

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
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