
平成22年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アース製薬 上場取引所 東 
コード番号 4985 URL http://www.earth-chem.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大塚 達也
問合せ先責任者 （役職名） 役員待遇 経営企画部部長 （氏名） 下川 善通 TEL 03-5207-7456
四半期報告書提出予定日 平成22年11月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第3四半期 89,931 0.6 10,963 △1.9 11,342 △0.1 6,322 △0.3
21年12月期第3四半期 89,364 ― 11,175 ― 11,353 ― 6,341 ―

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

22年12月期第3四半期 313.93 313.51
21年12月期第3四半期 315.87 315.01

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

22年12月期第3四半期 81,625 47,126 52.4 2,117.80
21年12月期 66,461 42,633 57.9 1,911.25

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  42,772百万円 21年12月期  38,481百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

21年12月期 ― 0.00 ― 85.00 85.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
85.00 85.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 105,557 3.8 6,018 7.2 6,433 7.1 3,255 5.6 161.50



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）4ページ「1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5 「2.その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q  20,200,000株 21年12月期  20,137,500株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  3,298株 21年12月期  3,180株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q  20,141,379株 21年12月期3Q 20,077,355株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、生産や輸出の緩やかな増加、企業収益の改善な

ど景気は持ち直しているものの、デフレの影響や厳しい雇用情勢に加え、円高などによる企業業績の先

行き不透明感など、依然として景気を下押しする懸念が存在する状況でありました。 

このような状況のなか、当社グループは「価値創造による脱価格競争」の方針のもと、価値を訴求す

る営業活動を行うとともに、付加価値の高い製品や差別化された環境衛生サービスを提供してまいりま

した。また、収益性の向上を目指して主力の製品・サービスの販売強化を図るとともに、生産の 適化

によるコストダウンや販売管理費の効率的投入に取り組みました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は899億31百万円（前年同期比0.6％増）、営

業利益は109億63百万円（前年同期比1.9％減）、経常利益は113億42百万円（前年同期比0.1％減）、四

半期純利益は63億22百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

なお、当社グループは殺虫剤の売上構成比が高く、売上高が３月～８月に偏るという季節性がある一

方、人件費等の固定費は年間を通じてほぼ均等に発生するため、四半期毎の売上高や利益には著しい相

違があります。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

［家庭用品事業］ 

家庭用品事業におきましては、景気の先行きに不安を抱く消費者の生活防衛意識は高く、個人消費は

依然として低調に推移する厳しい状況でありましたが、主力品の販売強化、成長カテゴリーでの新製品

発売などにより市場の活性化と売上の拡大に努めました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当事業の売上高は774億98百万円（前年同期比0.5％

増）、営業利益は104億18百万円（前年同期比1.2％減）となりました。 

  

 
(注) 売上高は外部顧客に対する売上高であります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(家庭用品事業の業績) (単位：百万円)

前第３四半期 

連結累計期間

当第３四半期 

連結累計期間
増減額 増減率

家庭用医薬品殺虫剤 5,830 5,755 △74 △ 1.3％

家庭用一般殺虫剤 38,519 39,467 947 2.5％

殺虫剤部門  計 44,350 45,223 873 2.0％

口腔衛生用品 17,540 17,838 297 1.7％

入浴剤その他 11,903 10,965 △937 △ 7.9％

日用品部門  計 29,443 28,803 △639 △ 2.2％

ペット用品部門 2,627 2,667 39 1.5％

その他製商品部門 702 803 100 14.4％

売 上 高 合 計 77,124 77,498 374 0.5％

営 業 利 益 10,546 10,418 △127 △ 1.2％
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主な部門別の状況は次のとおりであります。 

  

殺虫剤部門 

殺虫剤部門は、４～５月にかけては 高気温が前年を下回り市場が低調に推移しましたが、７月以

降、記録的な猛暑が続き市場が回復したことや、新製品が寄与したことなどにより、売上高は452億23

百万円（前年同期比2.0％増）となりました。 

家庭用医薬品殺虫剤分野におきましては、くん煙剤「アースレッド」は前年の売上を確保しました

が、樹脂蒸散剤「バポナ」は前年６月の薬事法改正により取扱店舗が減少し、売上が前年を下回ったこ

とで、売上高は57億55百万円（前年同期比1.3％減）となりました。 

家庭用一般殺虫剤分野におきましては、ハエ・蚊用市場の低調な推移もあり、主力の液体蚊とり「ア

ースノーマット」は減少しましたが、品揃えを強化したワンプッシュ式蚊とり「おすだけノーマット」

や設置型虫よけ剤「バポナ虫よけネットＷ」、「あみ戸に虫こない あみ戸に貼るだけ」などの新製品

が寄与したことや、不快害虫用殺虫剤が好調に推移したことで、売上高は394億67百万円（前年同期比

2.5％増）となりました。 

  

日用品部門 

日用品部門は、新製品の発売など製品ラインナップの拡充に努めましたが、売上高は288億３百万円

（前年同期比2.2％減）となりました。 

口腔衛生用品分野におきましては、洗口液「モンダミン」、入れ歯洗浄剤「ポリデント」、リニュー

アルを実施した知覚過敏予防歯磨き「シュミテクト」が順調に売上を伸ばし、また、７月に発売した新

製品の歯磨き「アクアフレッシュ クリアミント・やわらかミント」が寄与したことなどにより、売上

高は178億38百万円（前年同期比1.7％増）となりました。 

入浴剤その他分野におきましては、衣類用防虫剤「ピレパラアース」や自動消臭芳香スプレー「エア

ーウィックｉモーション」などの新製品による寄与はありましたが、入浴剤「バスロマン」が前年を下

回ったことや、前期の新型インフルエンザ流行による特需の反動で、薬用ハンドソープ「ミューズ」の

売上が減少したことにより、売上高は109億65百万円（前年同期比7.9％減）となりました。 

  

ペット用品部門 

ペット用品部門は、ペット用アクセサリー用品が好調に推移したことで、売上高は26億67百万円（前

年同期比1.5％増）となりました。 
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［総合環境衛生事業］ 

総合環境衛生事業におきましては、取引先企業の収益低迷による経費削減から、契約内容の見直しを

要求される厳しい状況でありました。 

このような状況のなか、独創的な品質保証の仕組みを取り入れたサービスの拡充を図るため、顧客の

ニーズに対応した新たなサービスの開発に注力するとともに、主要な展開領域である食品関連工場等を

中心に、既存取引契約の維持や新規契約の獲得に努めました。 

以上の結果、当事業における売上高は124億33百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益は人件費の増

加により10億80百万円（前年同期比5.7％減）となりました。 

  

 
(注) 売上高は外部顧客に対する売上高であります。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、前連結会計年度末に比べて151億64百万円増加し816億25百万円となりました。これは、

売上債権や有価証券の増加などによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて106億70百万円増加し344億98百万円となりました。これは、仕

入債務や未払法人税の増加などによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて44億93百万円増加し471億26百万円となりました。これは、

主に利益剰余金の増加によります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて5.5ポイント低下し、52.4％となりまし

た。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、前

連結会計年度末に比べて91億48百万円増加し、214億76百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、次の

とおりであります。 

営業活動の結果、増加した資金は119億86百万円となりました。これは、売上債権の増加が76億93

百万円、法人税等の支払額が26億92百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が112億71百万

円、たな卸資産の減少が15億99百万円、仕入債務の増加が32億49百万円あったことなどによります。

投資活動の結果、減少した資金は７億84百万円となりました。これは、有価証券の売却による収入

が５億48百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が４億98百万円、投資有価証券の取得

による支出が５億86百万円あったことなどによります。 

財務活動の結果、減少した資金は20億33百万円となりました。これは、配当金の支払額が17億11百

万円、長期借入金の返済による支出が１億98百万円あったことなどによります。 

  

平成22年２月12日に公表した通期の業績予想に変更はありません。 

(総合環境衛生事業の業績) (単位：百万円)

前第３四半期 

連結累計期間

当第３四半期 

連結累計期間
増減額 増減率

売 上 高 12,239 12,433 193 1.6％

営 業 利 益 1,145 1,080 △64 △ 5.7％

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結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。 

  

  

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

③棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,539 10,497

受取手形及び売掛金 21,647 13,997

有価証券 10,145 2,489

商品及び製品 9,550 10,876

仕掛品 546 988

原材料及び貯蔵品 3,672 3,529

繰延税金資産 2,077 900

その他 975 1,401

貸倒引当金 △37 △24

流動資産合計 60,117 44,656

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,814 16,123

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,702 △8,364

建物及び構築物（純額） 8,112 7,759

機械装置及び運搬具 6,399 6,354

減価償却累計額 △5,517 △5,375

機械装置及び運搬具（純額） 881 979

土地 5,130 5,130

リース資産 7 7

減価償却累計額 △1 △0

リース資産（純額） 5 6

建設仮勘定 85 172

その他 4,486 4,987

減価償却累計額 △3,969 △3,710

その他（純額） 516 1,276

有形固定資産合計 14,731 15,323

無形固定資産

のれん 105 131

リース資産 18 21

その他 482 598

無形固定資産合計 606 751

投資その他の資産

投資有価証券 4,780 4,708

繰延税金資産 898 642

その他 772 620

貸倒引当金 △280 △242

投資その他の資産合計 6,169 5,729

固定資産合計 21,507 21,804

資産合計 81,625 66,461
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(単位:百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,622 12,382

短期借入金 330 623

1年内返済予定の長期借入金 187 219

1年内償還予定の社債 40 40

未払法人税等 4,550 1,415

未払消費税等 771 216

未払金 5,177 4,083

賞与引当金 938 258

役員賞与引当金 12 26

返品調整引当金 2,689 298

その他 1,334 1,588

流動負債合計 31,655 21,153

固定負債

社債 40 80

長期借入金 175 41

退職給付引当金 1,636 1,539

役員退職慰労引当金 370 364

その他 621 648

固定負債合計 2,843 2,675

負債合計 34,498 23,828

純資産の部

株主資本

資本金 3,377 3,333

資本剰余金 3,168 3,124

利益剰余金 36,303 31,691

自己株式 △9 △8

株主資本合計 42,840 38,141

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 270 543

為替換算調整勘定 △338 △203

評価・換算差額等合計 △67 340

少数株主持分 4,354 4,151

純資産合計 47,126 42,633

負債純資産合計 81,625 66,461
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 89,364 89,931

売上原価 54,285 53,648

売上総利益 35,078 36,283

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 2,050 2,127

広告宣伝費 5,842 6,220

販売促進費 2,027 2,606

貸倒引当金繰入額 26 56

給料及び手当 5,695 5,836

賞与引当金繰入額 662 681

役員賞与引当金繰入額 13 12

役員退職慰労引当金繰入額 41 28

旅費及び交通費 900 921

減価償却費 414 444

地代家賃 438 434

研究開発費 1,032 1,039

その他 4,757 4,910

販売費及び一般管理費合計 23,902 25,320

営業利益 11,175 10,963

営業外収益

受取利息 50 34

受取配当金 45 59

為替差益 13 －

受取ロイヤリティー 17 17

受取家賃 110 112

その他 148 201

営業外収益合計 387 426

営業外費用

支払利息 18 14

投資事業組合運用損 － 13

為替差損 － 12

たな卸資産廃棄損 0 －

貸倒引当金繰入額 167 －

その他 22 5

営業外費用合計 208 46

経常利益 11,353 11,342
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 3 4

投資有価証券売却益 0 0

その他 1 －

特別利益合計 4 4

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 39 47

投資有価証券評価損 － 27

ゴルフ会員権評価損 3 2

特別損失合計 43 76

税金等調整前四半期純利益 11,315 11,271

法人税、住民税及び事業税 5,954 5,814

法人税等調整額 △1,362 △1,244

法人税等合計 4,592 4,569

少数株主利益 380 378

四半期純利益 6,341 6,322
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22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 11,315 11,271

減価償却費 1,214 1,017

賞与引当金の増減額（△は減少） 594 680

返品調整引当金の増減額（△は減少） 2,367 2,390

売上債権の増減額（△は増加） △9,045 △7,693

たな卸資産の増減額（△は増加） 76 1,599

仕入債務の増減額（△は減少） 4,053 3,249

その他 1,552 2,085

小計 12,128 14,600

利息及び配当金の受取額 86 92

利息の支払額 △18 △14

法人税等の支払額 △2,054 △2,692

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,142 11,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △210 △213

有価証券の売却による収入 354 548

有形固定資産の取得による支出 △1,200 △498

有形固定資産の売却による収入 3 6

投資有価証券の取得による支出 △318 △586

投資有価証券の売却による収入 0 0

定期預金の預入による支出 △38 △38

定期預金の払戻による収入 780 148

その他の支出 △279 △193

その他の収入 43 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △865 △784

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） 430 △290

長期借入れによる収入 － 300

長期借入金の返済による支出 △160 △198

社債の償還による支出 △40 △40

株式の発行による収入 90 87

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,505 △1,711

少数株主への配当金の支払額 △170 △175

その他 △2 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,358 △2,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,930 9,148

現金及び現金同等物の期首残高 11,190 12,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,120 21,476
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該当事項はありません。 

  

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年１月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(注) １. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２. 各事業の主な内容 

          (1) 家庭用品事業      家庭用殺虫剤、日用品(洗口液、義歯関連用品、歯磨き用品、入浴剤、芳香洗浄剤 
                                等)、ペット用品、防疫・農林畜産薬剤及び海外向け殺虫剤原材料の製造販売及び 
                                仕入販売 
          (2) 総合環境衛生事業  工場、病院等の衛生管理サービス 
  

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２. 各事業の主な内容 

          (1) 家庭用品事業      家庭用殺虫剤、日用品(洗口液、義歯関連用品、歯磨き用品、入浴剤、芳香洗浄剤 
                                等)、ペット用品、防疫・農林畜産薬剤及び海外向け殺虫剤原材料の製造販売及び 
                                仕入販売 
          (2) 総合環境衛生事業  工場、病院等の衛生管理サービス 

  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

家庭用品事業
(百万円)

総合環境衛生
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

    売上高

  (1) 外部顧客に対する売上高 77,124 12,239 89,364 ─ 89,364

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

394 111 506 (506) ─

計 77,518 12,351 89,870 (506) 89,364

    営業利益 10,546 1,145 11,691 (516) 11,175

家庭用品事業
(百万円)

総合環境衛生
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

    売上高

  (1) 外部顧客に対する売上高 77,498 12,433 89,931 ─ 89,931

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

439 101 541 (541) ─

計 77,938 12,535 90,473 (541) 89,931

    営業利益 10,418 1,080 11,498 (535) 10,963

(6) 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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