
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

       

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 258 6.4 48 △19.2 49 △15.9 30 △16.8
25年３月期第１四半期 242 19.0 60 127.4 58 137.0 36 149.2

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

26年３月期第１四半期 7.59 ―
25年３月期第１四半期 9.12 ―

（２）財政状態

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 2,845 1,786 62.8
25年３月期 2,908 1,767 60.8

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 1,786百万円 25年３月期 1,767百万円

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

25年３月期 ― ― ― 5.00 5.00

26年３月期 ―

26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26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26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
1,366

～1,669
―

138
～257

―
131

～244
―

76
～141

―
19.04

～35.35

(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。



  

     

   

   

   
  

 

 

 

 
  

※ 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) 26年３月期１Ｑ 4,032,000株 25年３月期 4,032,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 24,261株 25年３月期 24,261株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 4,007,739株 25年３月期１Ｑ 4,008,713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、新政権の経済・金融政策などにより円安・株高傾向への

転換がみられ、企業業績や消費動向が改善するなど、景気回復に向けた動きも見られましたが、厳しい財

政状態や中国経済の停滞など不安定な要素を内包しつつ依然として先行きは不透明な状況のまま推移して

います。 

火工品業界においても、円安進行による原材料価格の上昇など需要の拡大が望めない市場でのコスト高

という苦しい状況になっています。 

このような環境の下、当社では火工品の利用用途の拡大による新製品を試作し、販売先を開拓すること

に鋭意努力しているところです。  

当第１四半期累計期間の売上高は、民間向け火工品を中心にほぼ販売計画どおりに推移しましたが、本

社・工場施設の老朽化による修理改修費用等がかさみ、営業利益、経常利益及び四半期純利益は、前年同

期を下回る結果となりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高258百万円（前年同期比6.4％増）、営業利益48百

万円（前年同期比19.2％減）、経常利益49百万円（前年同期比15.9％減）、四半期純利益30百万円（前年

同期比16.8％減）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、一部民間向け火工品受注量増加により売上高は220百万円

（前年同期比3.7％増）となりました。 

セグメント利益は、33百万円と前年同期と比べ16百万円（32.1％減）減少しました。 

② 賃貸事業 

当第１四半期累計期間の賃貸事業は、前年同期と比べて賃貸先の増加により、売上高は37百万円（前

年同期比25.7％増）となりました。  

セグメント利益は23百万円と前年同期と比べ4百万円（23.8％増）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2,845百万円（前事業年度末比62百万円

減）、負債の部合計1,059百万円（前事業年度末比80百万円減）、純資産の部合計は1,786百万円（前事業

年度末比18百万円増）となりました。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、前回発表（平成25年５月14日付「平成25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）業績予想などの将来予測情報に関する定性的情報
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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25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 599,562 509,313

受取手形及び売掛金 313,040 155,038

商品及び製品 28,468 24,125

仕掛品 113,764 247,253

原材料及び貯蔵品 167,988 199,719

その他 32,594 52,589

流動資産合計 1,255,419 1,188,039

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 340,933 335,088

土地 1,023,935 1,023,935

その他（純額） 133,393 134,568

有形固定資産合計 1,498,263 1,493,592

無形固定資産 46,240 46,165

投資その他の資産 108,489 117,757

固定資産合計 1,652,993 1,657,515

資産合計 2,908,413 2,845,554

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 62,792 49,367

短期借入金 509,968 509,968

未払法人税等 54,701 27,205

賞与引当金 37,485 56,589

その他 142,850 102,559

流動負債合計 807,798 745,690

固定負債

長期借入金 63,374 48,382

退職給付引当金 69,890 72,756

役員退職慰労引当金 35,229 36,334

製品保証引当金 3,942 3,965

資産除去債務 8,910 8,910

その他 151,324 143,463

固定負債合計 332,671 313,810

負債合計 1,140,469 1,059,501
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25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 1,545,640 1,556,029

自己株式 △11,077 △11,077

株主資本合計 1,754,284 1,764,673

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,658 21,379

評価・換算差額等合計 13,658 21,379

純資産合計 1,767,943 1,786,053

負債純資産合計 2,908,413 2,845,554
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（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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 242,778 258,373

売上原価 127,043 146,799

売上総利益 115,734 111,574

販売費及び一般管理費 55,216 62,651

営業利益 60,518 48,922

営業外収益

受取配当金 858 858

雑収入 558 2,126

営業外収益合計 1,416 2,985

営業外費用

支払利息 1,924 1,368

休止固定資産関係費用 1,017 974

雑損失 61 0

営業外費用合計 3,003 2,343

経常利益 58,932 49,564

特別利益

固定資産売却益 29 －

特別利益合計 29 －

特別損失

固定資産除却損 － 69

特別損失合計 － 69

税引前四半期純利益 58,962 49,494

法人税、住民税及び事業税 24,243 26,510

法人税等調整額 △1,838 △7,443

法人税等合計 22,404 19,067

四半期純利益 36,557 30,427
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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）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）

（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。 

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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。 

（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 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

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 220,868 37,504 258,373 258,373

セグメント利益 33,912 23,626 57,538 57,538

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 57,538

全社費用(注) △8,616

四半期損益計算書の営業利益 48,922

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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