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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 2,528 1.5 △31 ― △28 ― △40 ―
23年3月期第1四半期 2,491 △2.4 △55 ― △55 ― △45 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △42百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △69百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △6.13 ―
23年3月期第1四半期 △6.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 9,237 5,128 54.8
23年3月期 8,845 5,203 58.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,058百万円 23年3月期  5,133百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 5,700 △0.4 150 0.0 160 6.7 70 16.7 10.67
通期 11,400 2.2 280 28.4 290 30.0 100 42.9 15.24



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
詳細は、添付資料P.3「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
上記の予想には本資料の発表日現在の将来に関する見直しに基づく予想が含まれておりますので実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。
なお、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、添付資料P.2「連結経営成績に関する定性的情報」をご覧下さ
い。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,691,300 株 23年3月期 6,691,300 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 129,463 株 23年3月期 128,623 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,562,397 株 23年3月期1Q 6,618,060 株
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経営成績の分析  
 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響や福島原子力発電所の事故によ
る電力供給制約や円高ならびに雇用情勢の悪化など、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移しま
した。  
このような状況の下で、当社グループは、地域に密着した積極的な営業活動を推進し、新剤および主力商
品の拡販ならびに新たな販路の開拓に取り組んでまいりました。 
 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は２５億２千８百万円（前年同期比１．５％増）となり
ました。 利益面につきましては、営業損失は３千１百万円（前年同期は営業損失５千５百万円）、経常
損失は２千８百万円（前年同期は経常損失５千５百万円）、四半期純損失は４千万円（前年同期は四半期
純損失４千５百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間におけるセグメント別の概況については、以下のとおりであります。  
〔緑化関連薬剤・資材事業〕  
 ゴルフ場向けを中心に主力商品の拡販に努めましたが、東日本大震災の影響により、関東以北での販売
が低調に推移しました。 
 この結果、当事業の売上高は１９億５千万円（前年同期比０．２％減）、営業利益は３千８百万円（前
年同期比４４．７％増）となりました。  
  
  
〔産業用薬品事業〕  
 製紙工場向けのスライムコントロール剤や防腐剤は低調に推移したものの、剥離・コーティング剤や異
物除去剤は堅調に推移しました。  
 この結果、当事業の売上高は４億１千９百万円（前年同期比２．４％増）、営業利益は３千万円（前年
同期比２１．９％増）となりました。  
  
  
 〔土木緑化工事事業〕  
 公共工事事業は依然として工事の受注が激減するなか、環境・防災関連工事や震災後の災害復旧工事を
含めたゴルフ場関連工事の受注活動に努めました。  
 この結果、当事業の売上高は５千７百万円（前年同期比３１．３％増）、営業損失は１千８百万円（前
年同期は営業損失２千３百万円）となりました。  
  
  
 〔その他〕  
 その他は、保険代理業・リース業及び食品添加物の販売などで、当事業の売上高は１億円（前年同期比
２２．３％増）、営業利益は３百万円（前年同期は営業損失２百万円）となりました。 

  

（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の総資産は９２億３千７百万円で、前連結会計年度末に比べ３億９千１百
万円の増加となりました。  
  これは、流動資産が４億６千８百万円の増加、固定資産が７千７百万円の減少によるものです。  
  負債は４１億９百万円で、前連結会計年度末に比べ４億６千７百万円の増加となりました。  
 これは、流動負債が５億７千４百万円の増加、固定負債が１億６百万円の減少によるものです。  
 純資産は５１億２千８百万円で、前連結会計年度末に比べ７千５百万円の減少となりました。  
 これは四半期純損失４千万円による利益剰余金の減少等によるものです。  
 この結果、自己資本比率は５４．８％となりました。  

  

今後の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く事業環境は、当面厳しい状況が続きますが、現
時点では、平成23年５月16日に発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありま
せん。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（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

㈱理研グリーン（9992）　平成24年3月期第1四半期決算短信

ー　2　ー



該当事項はありません。 

  

税金費用の計算  
 当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する方法を採用しております。  
 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。  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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：千円）

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 1,095,157 1,553,804

受取手形及び売掛金 2,700,884 2,191,049

リース投資資産 245,771 231,201

商品及び製品 1,488,050 1,829,558

仕掛品 40,273 28,292

原材料及び貯蔵品 148,538 174,942

販売用不動産 10,745 10,745

未成工事支出金 18,538 154,388

その他 196,577 236,661

貸倒引当金 △6,954 △4,174

流動資産合計 5,937,582 6,406,470

固定資産

有形固定資産

土地 1,141,922 1,141,922

その他（純額） 382,678 372,860

有形固定資産合計 1,524,600 1,514,782

無形固定資産

のれん 116,821 113,057

その他 9,021 8,143

無形固定資産合計 125,843 121,201

投資その他の資産

投資有価証券 295,517 258,413

リース投資資産 352,165 322,500

ゴルフ会員権 253,624 253,274

その他 531,666 538,859

貸倒引当金 △175,050 △177,670

投資その他の資産合計 1,257,924 1,195,377

固定資産合計 2,908,368 2,831,361

資産合計 8,845,951 9,237,832
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（単位：千円）

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 1,630,313 2,305,254

短期借入金 68,401 64,181

リース債務 270,983 253,131

未払法人税等 97,559 40,029

賞与引当金 139,922 55,973

その他 318,442 381,402

流動負債合計 2,525,621 3,099,971

固定負債

長期借入金 4,185 1,686

リース債務 416,112 375,394

退職給付引当金 463,789 442,699

役員退職慰労引当金 170,576 128,012

その他 61,716 61,651

固定負債合計 1,116,380 1,009,444

負債合計 3,642,002 4,109,415

純資産の部

株主資本

資本金 1,102,428 1,102,428

資本剰余金 1,328,851 1,328,851

利益剰余金 2,688,956 2,615,885

自己株式 △31,190 △31,352

株主資本合計 5,089,045 5,015,812

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 44,626 42,738

その他の包括利益累計額合計 44,626 42,738

少数株主持分 70,277 69,864

純資産合計 5,203,949 5,128,416

負債純資産合計 8,845,951 9,237,832
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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：千円）

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 2,491,403 2,528,602

売上原価 1,891,266 1,919,339

売上総利益 600,137 609,262

販売費及び一般管理費 655,959 640,412

営業損失（△） △55,822 △31,150

営業外収益

受取利息 70 12

受取配当金 2,076 1,936

受取賃貸料 634 617

雑収入 2,372 2,198

営業外収益合計 5,153 4,764

営業外費用

支払利息 1,243 1,173

持分法による投資損失 4,075 949

雑損失 6 26

営業外費用合計 5,325 2,148

経常損失（△） △55,993 △28,534

特別利益

投資有価証券売却益 1,348 2,477

貸倒引当金戻入額 11,554 －

特別利益合計 12,902 2,477

特別損失

固定資産処分損 36 891

投資有価証券売却損 － 794

ゴルフ会員権評価損 1,250 350

特別損失合計 1,286 2,036

税金等調整前四半期純損失（△） △44,377 △28,092

法人税等 1,989 11,263

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △46,367 △39,356

少数株主利益又は少数株主損失（△） △745 901

四半期純損失（△） △45,622 △40,257
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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：千円)

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損失（△） △46,367 △39,356

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23,180 △2,940

その他の包括利益合計 △23,180 △2,940

四半期包括利益 △69,548 △42,297

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △63,684 △42,144

少数株主に係る四半期包括利益 △5,863 △152
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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) 

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) 

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 

 
(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、保険代理業・リース業及び食品添加

物の販売を含んでおります。 

２．セグメント損失の調整額△81,062千円は、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損失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) 

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 

 
(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、保険代理業・リース業及び食品添加

物の販売を含んでおります。 

２．セグメント損失の調整額△85,350千円は、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損失と調整を行っております。 

  

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) 

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）セグメント情報等

【セグメント情報】

緑化関連 
薬剤・ 
資材事業 
(千円)

産業用薬品
事業 
(千円)

土木緑化
工事事業 
(千円)

その他
(千円) 
(注)１

調整額 
(千円) 
(注)２

四半期連結
損益計算書 
(千円) 
(注)３

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

1,955,575 409,775 43,593 82,459 ─ 2,491,403

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,350 ─ ─ 6,325 △ 8,675 ─

計 1,957,925 409,775 43,593 88,784 △ 8,675 2,491,403

  セグメント利益又は 
  損失(△)

26,804 25,061 △ 23,874 △ 2,751 △ 81,062 △ 55,822

緑化関連 
薬剤・ 
資材事業 
(千円)

産業用薬品
事業 
(千円)

土木緑化
工事事業 
(千円)

その他
(千円) 
(注)１

調整額 
(千円) 
(注)２

四半期連結
損益計算書 
(千円) 
(注)３

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

1,950,962 419,560 57,223 100,856 ─ 2,528,602

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,438 ─ ─ 8,492 △ 11,930 ─

計 1,954,400 419,560 57,223 109,348 △ 11,930 2,528,602

  セグメント利益又は 
  損失(△)

38,792 30,549 △ 18,976 3,835 △ 85,350 △ 31,150

（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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