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1.  平成23年10月期第1四半期の連結業績（平成22年11月1日～平成23年1月31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 ％

23年10月期第1四半期 6,785 5.0 1,201 37.0 1,332 35.7 831 20.2
22年10月期第1四半期 6,461 △3.2 876 33.4 982 38.5 691 126.9

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

23年10月期第1四半期 18.43 ―
22年10月期第1四半期 15.32 ―

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

23年10月期第1四半期 41,926 33,162 71.9 668.69
22年10月期 42,847 32,419 68.7 652.70

（参考） 自己資本   23年10月期第1四半期  30,158百万円 22年10月期  29,439百万円

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

22年10月期 ― ― ― 5.00 5.00
23年10月期 ―
23年10月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

3.  平成23年10月期の連結業績予想（平成22年11月1日～平成23年10月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計) 12,700 9.9 1,550 17.8 1,700 13.2 980 12.2 21.73

通期 25,000 9.9 1,800 0.5 2,100 4.2 1,150 △11.2 25.50



(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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績はさまざまな要因により 
記載の予想数値と異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は、［添付資料］Ｐ．3「１．当四半期の 
連結業績等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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年10月期1Q 51,849,917株 22年10月期  51,849,917株
② 期末自己株式数 23年10月期1Q  6,749,291株 22年10月期  6,745,789株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期1Q 45,101,492株 22年10月期1Q 45,115,979株
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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 

当社グループの主要事業であります農薬事業は季節的要因が著しく、第1四半期連結会計期間の売

上高、利益面において、他の四半期連結会計期間に比べ相対的に高水準になる特徴があります。 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復を背景に、輸出や生産が増加

基調に戻る動きが見られるなど、足踏み状態を徐々に脱しつつあります。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、中期的視点に立った投資計画の策定、

新製品の上市に向けての調達手段の最適化と顧客への能動的活動の徹底による競争力の確保、効率

的生産と改善によるコストダウン等収益改善に努めました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの連結業績は、売上高67億8千5百万

円（前年同四半期比3億2千4百万円増）、営業利益12億1百万円（前年同四半期比3億2千4百万円増）、

経常利益13億3千2百万円（前年同四半期比3億5千万円増）、四半期純利益は8億3千1百万円（前年同

四半期比1億3千9百万円増）となりました。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 

＜農薬事業＞ 

除草剤、殺菌剤を主とした農薬事業につきましては、輸出の棉花用除草剤の増加により、売

上高は41億2千万円、セグメント利益は11億2千2百万円となりました。 

 

＜化成品事業＞ 

医薬等の中間体、クロルトルエン系化合物、ウレタン用架橋剤及びポリウレア樹脂原料等の

アミン類、製紙業界向けの防腐剤及び臭素原体類等の産業薬品の化成品事業につきましては、

国内販売及び輸出は共に、アミン類の増加はありましたが、輸出のクロルトルエン系化合物の

減少により、売上高は23億9千3百万円、セグメント利益は2億5千6百万円となりました。 

 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は前連結会計年度末に比べて9億2千万円減の4

19億2千6百万円となりました。 

流動資産の残高は、有価証券の減少等により、221億2百万円となりました。 

固定資産の残高は、有形固定資産の減少等により、198億2千4百万円となりました。 

流動負債の残高は、設備関係未払金、設備関係支払手形の減少等により、63億5千7百万円とな

りました。 

固定負債の残高は、繰延税金負債の増加により、24億6百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて7億4千3百万円増の331億6千2

百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して11

億8千万円減少して55億7千万円となりました。 
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＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支

払による支出を主な要因として2億5千1百万円の支出（前年同四半期は6億9千4百万円の収

入）となりました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産

の取得による支出を主な要因として7億7千6百万円の支出（前年同四半期は7億2百万円の支

出）となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払

による支出を主な要因として1億5千2百万円の支出（前年同四半期は2億4千7百万円の支出）

となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成22年12月14日に公表しました予想と変更はありませんが、実

際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想

に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定でおります。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

②特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効

税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理の原則・手続の変更の概要 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。 

当該変更による損益への影響はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,275 5,856

受取手形及び売掛金 7,755 7,116

有価証券 897 1,498

商品及び製品 4,306 4,409

仕掛品 1,456 1,937

原材料及び貯蔵品 1,432 1,208

繰延税金資産 402 386

その他 578 512

貸倒引当金 △2 △0

流動資産合計 22,102 22,926

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,535 10,531

機械装置及び運搬具 30,341 30,335

土地 3,742 3,761

その他 2,207 2,200

減価償却累計額 △37,130 △36,782

有形固定資産合計 9,697 10,047

無形固定資産 48 50

投資その他の資産   

投資有価証券 8,880 8,630

繰延税金資産 440 441

その他 773 767

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 10,078 9,822

固定資産合計 19,824 19,920

資産合計 41,926 42,847
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,385 3,510

短期借入金 1,270 1,180

未払法人税等 456 752

賞与引当金 153 400

その他 1,092 2,218

流動負債合計 6,357 8,063

固定負債   

退職給付引当金 1,293 1,298

役員退職慰労引当金 351 377

繰延税金負債 731 658

その他 29 29

固定負債合計 2,406 2,364

負債合計 8,764 10,428

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,764 2,764

資本剰余金 5,147 5,147

利益剰余金 22,542 21,937

自己株式 △1,635 △1,634

株主資本合計 28,819 28,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,506 1,394

為替換算調整勘定 △167 △169

評価・換算差額等合計 1,339 1,224

少数株主持分 3,004 2,979

純資産合計 33,162 32,419

負債純資産合計 41,926 42,847
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 6,461 6,785

売上原価 4,602 4,587

売上総利益 1,858 2,197

販売費及び一般管理費 981 996

営業利益 876 1,201

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 32 38

受取賃貸料 10 11

持分法による投資利益 51 61

その他 34 22

営業外収益合計 132 135

営業外費用   

支払利息 3 3

為替差損 1 －

休止設備関連費用 20 －

その他 1 0

営業外費用合計 26 4

経常利益 982 1,332

特別利益   

固定資産売却益 － 0

受取補償金 96 －

特別利益合計 96 0

特別損失   

固定資産除却損 10 5

特別損失合計 10 5

税金等調整前四半期純利益 1,068 1,326

法人税等 334 442

少数株主損益調整前四半期純利益 － 884

少数株主利益 42 53

四半期純利益 691 831
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31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 1,068 1,326

減価償却費 380 385

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 △26

賞与引当金の増減額（△は減少） △240 △247

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 2

受取利息及び受取配当金 △36 △39

支払利息 3 3

持分法による投資損益（△は益） △51 △61

売上債権の増減額（△は増加） △1,118 △638

たな卸資産の増減額（△は増加） 552 360

仕入債務の増減額（△は減少） 391 △125

前払年金費用の増減額（△は増加） 1 △8

その他 △254 △477

小計 741 448

利息及び配当金の受取額 35 42

利息の支払額 △3 △3

法人税等の支払額 △78 △738

営業活動によるキャッシュ・フロー 694 △251

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 100 －

定期預金の払戻による収入 － 30

定期預金の預入による支出 △30 △30

有形固定資産の売却による収入 － 19

有形固定資産の取得による支出 △772 △791

無形固定資産の取得による支出 － △5

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △702 △776

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） △20 90

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △210 △210

少数株主への配当金の支払額 △15 △30

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △247 △152

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △257 △1,180

現金及び現金同等物の期首残高 5,081 6,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,824 5,570
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第1

7号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

 

１. 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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う対象とな

っているものであります。 

当社グループは、有機化学工業品の製造、販売を主事業とするメーカーであり、製品及び商品の用

途別に国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っております。したがって当社グループ

は製品及び商品の用途を基礎とした事業別セグメントから構成されており「農薬事業」「化成品事

業」の２つを報告セグメントとしております。 

「農薬事業」は、農薬原体及び農薬関連剤の製造、販売を行っております。「化成品事業」は、医

薬等の有機中間体、ウレタン用架橋剤等のアミン類、防腐剤、防臭剤等の製造、販売を行っておりま

す。 

 

２. 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 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年11月１日  至  平成23年１月31日） 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 
(注)1 

合計 
調整額 
(注)2 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(注)3 農薬事業 化成品事業 計 

売上高   

  外部顧客への
売上高 

4,120 2,393 6,513 271 6,785 － 6,785

  セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

－ 10 10 69 79 △79 －

計 4,120 2,403 6,524 340 6,865 △79 6,785

セグメント利益 1,122 256 1,378 3 1,382 △180 1,201

(注）1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファフィア酵母等の飼料用添加

剤、工業薬品類等の製造、販売を行っております。 

2. セグメント利益の調整額△180百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。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. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

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。 

 

 

(6) 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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