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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により輸出や生産が減少し、設備投資や

個人消費も弱含む等、厳しい状況で推移いたしました。 

化学業界におきましては、石油化学製品を中心にアジア向け輸出が堅調に推移したものの、原燃料価格の上昇や

為替相場の円高進行により、不透明な経営環境が続きました。 

このような状況のもと当社グループにおきましては、農業薬品の輸出向け販売が殺虫剤や殺菌剤を中心に伸長す

るとともに、プラント建設事業が堅調に推移いたしました。この結果、当連結累計期間の売上高は304億１千６百万

円（前年同期比8.3％増）となりました。 

利益に関しましては、営業利益は、農業薬品の販売構成差等により26億５千２百万円（前年同期比80.8％増）、

経常利益は、持分法による投資利益を計上したこと等により37億１千万円（前年同期比27.3％増）、また、四半期

純利益は24億９百万円（前年同期比13.4％増）となりました。  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

［化学品事業］ 

 抗生物質原体ファロペネムナトリウムや感熱紙用顕色剤等の伸長により、当累計期間の化学品事業の売上高は80

億３千５百万円（前年同期比3.3％増）となりました。 

［農業化学品事業］ 

 除草剤「クレトジム」が減少したものの、殺虫剤「モスピラン」や殺菌剤「トップジンＭ」等の輸出向けの伸長

により、当累計期間の農業化学品事業の売上高は83億円（前年同期比20.8％増）となりました。 

［商社事業］ 

 各種有機薬品が堅調に推移したものの、飼料添加物や建築関連製品等の減少により、当累計期間の商社事業の売

上高は80億８千８百万円（前年同期比10.4％減）となりました。 

［運輸倉庫事業］ 

 新規貨物や輸入貨物の増加等により物流事業が堅調に推移し、当累計期間の運輸倉庫事業の売上高は10億８百万

円（前年同期比2.0％増）となりました。 

［建設事業］ 

 プラント建設工事が堅調に推移し、当累計期間の建設事業の売上高は35億６千８百万円（前年同期比79.4％増）

となりました。 

［その他］ 

 当累計期間のその他事業の売上高は14億１千４百万円（前年同期比0.9％減）となりました。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、売上高は前回発表と変更はありませんが、

各利益に関しましては、第１四半期が農業薬品の販売構成差等により堅調に推移したことに加え、第２四半期にお

きましても当初計画通りの推移が予想されることにより、前回発表を上回る見込みであります。 

 なお、通期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間の決算発表時に見直しを行う予定であり、今回

は修正しておりません。 

 平成23年５月13日に公表いたしました第２四半期連結累計期間の業績予想との差異は以下の通りであります。 

  

平成24年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成23年９月30日）  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり
四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ）  57,000  1,000  3,100  2,400  15  78

今回修正予想（Ｂ）  57,000  1,900  4,100  3,200  21 04 

増減額（Ｂ－Ａ）  0  900  1,000  800 －

増減率（％）  0.0  90.0  32.3  33.3 －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成23年３月期第２四半期） 
 55,217  731  3,087  2,026  13  32
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,177 14,798

受取手形及び売掛金 39,129 38,831

たな卸資産 20,541 22,921

繰延税金資産 1,684 1,575

その他 2,821 3,099

貸倒引当金 △22 △19

流動資産合計 77,333 81,208

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,921 15,617

機械装置及び運搬具（純額） 13,312 12,730

工具、器具及び備品（純額） 1,457 1,393

土地 14,785 14,785

リース資産（純額） 572 520

建設仮勘定 328 441

有形固定資産合計 46,376 45,489

無形固定資産   

のれん 2,111 2,052

その他 1,699 1,601

無形固定資産合計 3,810 3,653

投資その他の資産   

投資有価証券 32,469 31,584

前払年金費用 3,684 4,083

繰延税金資産 1,648 1,600

その他 1,926 1,902

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 39,702 39,143

固定資産合計 89,890 88,287

資産合計 167,223 169,496
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,849 18,482

短期借入金 34,422 35,700

未払法人税等 657 566

賞与引当金 1,769 2,605

その他 5,313 4,421

流動負債合計 61,012 61,775

固定負債   

長期借入金 12,490 12,531

繰延税金負債 846 1,054

退職給付引当金 2,263 2,223

役員退職慰労引当金 527 361

その他 4,359 4,238

固定負債合計 20,487 20,408

負債合計 81,499 82,183

純資産の部   

株主資本   

資本金 29,166 29,166

資本剰余金 26,094 26,094

利益剰余金 28,730 30,227

自己株式 △592 △592

株主資本合計 83,399 84,896

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 800 697

繰延ヘッジ損益 △102 △44

為替換算調整勘定 △3,080 △3,342

年金債務調整額 △120 △117

その他の包括利益累計額合計 △2,502 △2,806

少数株主持分 4,827 5,222

純資産合計 85,723 87,312

負債純資産合計 167,223 169,496
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 28,080 30,416

売上原価 20,779 22,012

売上総利益 7,301 8,403

販売費及び一般管理費 5,834 5,751

営業利益 1,466 2,652

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 163 193

持分法による投資利益 1,768 1,205

その他 404 187

営業外収益合計 2,340 1,590

営業外費用   

支払利息 187 154

為替差損 427 169

その他 278 208

営業外費用合計 892 532

経常利益 2,914 3,710

特別利益   

固定資産売却益 595 1

その他 2 －

特別利益合計 598 1

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 567 －

その他 170 0

特別損失合計 737 0

税金等調整前四半期純利益 2,775 3,711

法人税、住民税及び事業税 559 737

法人税等調整額 49 512

法人税等合計 608 1,249

少数株主損益調整前四半期純利益 2,166 2,461

少数株主利益 42 51

四半期純利益 2,124 2,409
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,166 2,461

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △738 △108

繰延ヘッジ損益 3 25

為替換算調整勘定 △120 △13

持分法適用会社に対する持分相当額 △843 △212

その他の包括利益合計 △1,699 △309

四半期包括利益 467 2,152

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 469 2,106

少数株主に係る四半期包括利益 △2 46
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  該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

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 

（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、非鉄金属事業及び環境開発

事業等を含んでおります。 

   ２． セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

   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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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 

（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、非鉄金属事業及び環境開発

事業等を含んでおります。 

   ２． セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

   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。 

  

  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）セグメント情報

  （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

化学品 
事業  

農業 
化学品 
事業  

商社
事業 

運輸倉庫
事業 

建設
事業 

計

売上高              

外部顧客への売

上高 
 7,781  6,868 9,025  988 1,988  26,653  1,427  28,080  －  28,080

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 3,460  127 996  334 924  5,843  828  6,671  △6,671  －

計  11,242  6,996 10,022  1,322 2,913  32,496  2,255  34,751  △6,671  28,080

セグメント利益  734  83 72  104 238  1,232  112  1,345  121  1,466

（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

化学品 
事業  

農業 
化学品 
事業  

商社
事業 

運輸倉庫
事業 

建設
事業 

計

売上高              

外部顧客への売

上高 
 8,035  8,300 8,088  1,008 3,568  29,001  1,414  30,416  －  30,416

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 3,475  165 1,248  362 171  5,422  805  6,227  △6,227  －

計  11,511  8,466 9,336  1,370 3,739  34,423  2,219  36,643  △6,227  30,416

セグメント利益  1,620  256 13  126 344  2,361  63  2,425  227  2,652

（５）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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