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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第３四半期の業績（平成26年４月１日～平成26年12月31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 ％

27年３月期第３四半期 914 △14.0 114 △36.7 112 △37.3 74 △32.1

26年３月期第３四半期 1,063 19.2 181 24.6 179 28.0 109 27.4
　

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

27年３月期第３四半期 18.63 ―

26年３月期第３四半期 27.42 ―
　　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第３四半期 2,935 1,959 66.7

26年３月期 2,996 1,884 62.9
(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 1,959百万円 26年３月期 1,884百万円
　　　

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

26年３月期 ― ― ― 6.00 6.00

27年３月期 ― ― ―

27年３月期(予想) 6.00 6.00
(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27年３月期の業績予想（平成26年４月１日～平成27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
1,368

～1,672
△13.5
～5.7

105
～195

△36.7
～17.5

100
～185

△38.5
～13.8

59
～110

△42.2
～7.8

14.85
～27.57

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　業績予想につきましては、火工品業界を取り巻く環境が厳しく、適切な予想の開示が困難であるためレンジ形式で表
記しております。
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※ 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 ： 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
　　

（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) 27年３月期３Ｑ 4,032,000株 26年３月期 4,032,000株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 24,896株 26年３月期 24,421株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 4,007,199株 26年３月期３Ｑ 4,007,632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き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、四半期レビュー手続き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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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税増税後の国内景気の持ち直しの動きが鈍く、日銀の追加金

融緩和により為替は円安方向へ推移し株価は上昇しましたが、エネルギー関連や素材産業では円安による負担増を

原油安で和らげているもので、今後の景気の先行きは依然として不透明感が拭えない状況が続いております。

このような環境の下、当社は概ね販売計画に沿った営業を展開していますが、前期に受注のあった特需はなく、

評価試験の受注による売上げもありましたが、前年同期と比べ売上高は減少しました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高914百万円（前年同期比14.0％減）、営業利益114百万円

（前年同期比36.7％減）、経常利益112百万円（前年同期比37.3％減）、四半期純利益74百万円（前年同期比32.1％

減）と、前年同期と比べ減益となりました。

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３四半期累計期間の火工品事業は、前期のような防衛省及び民間向け火工品の特需はなく、評価試験等の

受注があったものの、売上高は801百万円（前年同期比15.7％減）となりました。

セグメント利益は、70百万円と前年同期と比べ64百万円（47.6％減）減少しました。

② 賃貸事業

当第３四半期累計期間の賃貸事業は、前年同期と比べ賃貸先の増加により売上高は112百万円（前年同期比0.6

％増）となりました。

セグメント利益は69百万円と前年同期と比べわずかに（0.4％増）増加しました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間の財政状態につきましては、総資産2,935百万円（前事業年度末比60百万円減）負債の部合計

976百万円（前事業年度末比135百万円減）、純資産の部合計は1,959百万円（前事業年度末比74百万円増）となりまし

た。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の業績予想につきましては、前回発表（平成26年11月10日「平成27年３月期第２四半期決算短信

〔日本基準〕（非連結）」の業績予想から変更はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年02月10日 10時01分 4ページ （Tess 1.40 20131220_01）



細谷火工株式会社(4274) 平成27年３月期 第３四半期決算短信

3

２．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 719,861 606,761

受取手形及び売掛金 275,105 95,219

商品及び製品 43,001 18,900

仕掛品 79,884 338,059

原材料及び貯蔵品 136,537 133,836

その他 28,332 22,192

流動資産合計 1,282,723 1,214,968

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 324,162 306,341

土地 1,040,192 1,040,192

その他（純額） 154,277 155,653

有形固定資産合計 1,518,633 1,502,187

無形固定資産 48,483 46,752

投資その他の資産 146,342 171,947

固定資産合計 1,713,459 1,720,886

資産合計 2,996,183 2,935,855

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 55,601 59,972

短期借入金 549,030 519,790

未払法人税等 21,949 6,896

賞与引当金 38,610 19,050

その他 145,125 105,946

流動負債合計 810,317 711,656

固定負債

長期借入金 52,308 38,518

退職給付引当金 73,314 69,375

役員退職慰労引当金 41,262 45,588

製品保証引当金 2,549 4,488

資産除去債務 9,342 9,342

その他 122,621 97,717

固定負債合計 301,397 265,030

負債合計 1,111,715 976,686

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 1,627,629 1,678,229

自己株式 △11,131 △11,307

株主資本合計 1,836,219 1,886,643

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 48,249 72,525

評価・換算差額等合計 48,249 72,525

純資産合計 1,884,468 1,959,168

負債純資産合計 2,996,183 2,935,855
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 1,063,329 914,277

売上原価 695,054 589,901

売上総利益 368,274 324,376

販売費及び一般管理費 187,067 209,659

営業利益 181,207 114,717

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 1,822 2,132

雑収入 3,164 1,762

営業外収益合計 4,987 3,896

営業外費用

支払利息 4,116 3,454

休止固定資産関係費用 2,825 2,537

雑損失 1 201

営業外費用合計 6,943 6,193

経常利益 179,250 112,419

特別利益

保険差益 ― 3,946

特別利益合計 ― 3,946

特別損失

固定資産除却損 320 12

特別損失合計 320 12

税引前四半期純利益 178,929 116,353

法人税、住民税及び事業税 61,023 33,661

法人税等調整額 8,025 8,045

法人税等合計 69,048 41,707

四半期純利益 109,881 74,645
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（３）四半期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。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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

合計

火工品事業 賃貸事業 計

売上高 951,012 112,316 1,063,329 1,063,329

セグメント利益 135,365 69,229 204,595 204,595

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 204,595

全社費用(注) △23,388

四半期損益計算書の営業利益 181,207

(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。

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。

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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

合計

火工品事業 賃貸事業 計

売上高 801,328 112,949 914,277 914,277

セグメント利益 70,877 69,504 140,382 140,382

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 140,382

全社費用(注) △25,665

四半期損益計算書の営業利益 114,717

(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。

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。
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