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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 1,829 △40.3 △279 ― △332 ― △436 ―

23年3月期第2四半期 3,064 △17.7 193 272.4 132 154.1 79 ―

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2四半期 △31.83 ―

23年3月期第2四半期 5.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 10,087 4,598 45.6
23年3月期 10,191 5,080 49.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,598百万円 23年3月期  5,080百万円

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  ：  有  
 

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 ― 2.00 2.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 2.00 2.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 6,500 △4.4 △160 ― △250 ― △370 ― △27.00



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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2Q 13,730,000 株 23年3月期 13,730,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 27,852 株 23年3月期 27,812 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 13,702,171 株 23年3月期2Q 13,702,853 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、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 
 上記の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き作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。なお、業績予想に関する事項は、 ［添付資料］ Ｐ２ 「１． 当四半期決算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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期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る停滞を脱し、回復しつつあるもの

の、米国景気の減速懸念が一段と強まり、加えて欧州の債務不安問題が深刻化したことにより、更に円高が進行

し、先行きは極めて不透明な状況にあります。 

このような状況の中で、国内売上高は1,329百万円となり、前年同期（1,775百万円）に比べ445百万円

（25.1％）の減収となりました。これは、農薬中間物は堅調に推移しましたが、医薬中間物及び機能性中間物が

ユーザーでの在庫調整や使用遅れにより大幅に減少したためです。 

一方、輸出売上高は499百万円となり、前年同期（1,289百万円）に比べ790百万円（61.3％）の減収となりま

した。これは、農薬中間物がユーザーでの在庫調整により大幅に減少したことによるものです。 

この結果、総売上高は1,829百万円となり、前年同期（3,064百万円）に比べ1,235百万円（40.3％）の減収と

なりました。また、輸出比率は27.3%(前年同期42.1%)となりました。 

利益につきましては、固定費削減等に努めましたが、売上高の大幅な減収、為替の円高、期初における震災要

因の原材料調達遅れ等による生産減少及び原材料価格の高騰等により、営業損失は279百万円（前年同期 営業利

益193百万円）となりました。営業外損益では為替差損35百万円を計上したこともあり、経常損失は332百万円

（前年同期 経常利益132百万円）となりました。 

また、特別損失として退職給付制度改定損91百万円を計上したこと等により、四半期純損失は436百万円（前

年同期 四半期純利益79百万円）と大幅な減益になりました。 

  

（２）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２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ103百万円減少の10,087百万円となりました。これは

主に、商品及び製品が708百万円増加しましたが、現金及び預金が420百万円、受取手形及び売掛金が357百万円減

少したことによるものです。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ377百万円増加の5,488百万円となりました。これは主に、借入金が

316百万円増加したことによるものです。 

 また、純資産は前事業年度末に比べ481百万円減少の4,598百万円となり、自己資本比率は45.6％（前事業年度末

49.8％）となりました。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、517百万円の支出となり、前年同期に比

べ963百万円の収入の減少となりました。これは主に、仕入債務の減少による支出が減少しましたが、たな卸資産

の増加による支出が増加したことによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、122百万円の支出となり、前年同期に比べ232百万円の支出の減少となり

ました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、261百万円の収入となり、前年同期に比べ649百万円の収入の増加となり

ました。これは主に、借入金の増加によるものです。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期会計期間末残高は707百万円となり、前事業年度に比べ420百

万円減少しました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 今後の業績につきましては、当第２四半期累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成23年５月12日の決

算発表時に公表いたしました予想数値を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業

績予想の修正に関するお知らせ」及び「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

（１）追加情報  

  （退職給付引当金） 

当社は、平成23年10月１日に退職給付制度の一部を確定拠出年金制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成14年１月31日）を適用しております。本移行により、当

第２四半期累計期間において、退職給付制度改定損として91百万円を特別損失に計上しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,127,320 707,069

受取手形及び売掛金 1,789,872 1,432,602

商品及び製品 1,901,645 2,609,662

仕掛品 120,554 133,299

原材料及び貯蔵品 186,895 248,558

その他 22,339 62,171

貸倒引当金 △5,377 △4,307

流動資産合計 5,143,251 5,189,058

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,064,268 1,024,250

機械及び装置（純額） 1,350,467 1,267,402

土地 1,357,047 1,357,047

その他（純額） 535,858 499,326

有形固定資産合計 4,307,641 4,148,026

無形固定資産 5,817 5,817

投資その他の資産   

投資有価証券 661,745 668,153

関係会社株式 20,000 20,000

その他 67,003 70,564

貸倒引当金 △14,163 △14,164

投資その他の資産合計 734,585 744,552

固定資産合計 5,048,043 4,898,397

資産合計 10,191,295 10,087,455

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 906,590 842,949

短期借入金 550,000 850,000

1年内返済予定の長期借入金 914,663 915,363

未払法人税等 14,720 8,734

賞与引当金 85,534 85,045

その他 344,882 427,355

流動負債合計 2,816,391 3,129,447

固定負債   

長期借入金 1,973,342 1,988,944

退職給付引当金 192,482 144,075

その他 128,864 226,520

固定負債合計 2,294,688 2,359,539

負債合計 5,111,080 5,488,987
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,510,000 2,510,000

資本剰余金 2,016,543 2,016,543

利益剰余金 544,538 53,526

自己株式 △4,440 △4,445

株主資本合計 5,066,640 4,575,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,574 22,844

評価・換算差額等合計 13,574 22,844

純資産合計 5,080,215 4,598,468

負債純資産合計 10,191,295 10,087,455
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,064,746 1,829,291

売上原価 2,370,344 1,650,800

売上総利益 694,401 178,490

販売費及び一般管理費   

発送運賃 39,988 16,721

従業員給料及び手当 156,924 157,557

賞与引当金繰入額 23,929 27,920

退職給付費用 43,077 43,630

その他 236,782 212,656

販売費及び一般管理費合計 500,702 458,486

営業利益又は営業損失（△） 193,698 △279,995

営業外収益   

受取利息 41 56

受取配当金 14,135 14,227

補助金収入 10,000 5,656

その他 2,756 3,506

営業外収益合計 26,933 23,447

営業外費用   

支払利息 28,337 24,085

為替差損 43,094 35,929

その他 16,420 15,618

営業外費用合計 87,852 75,633

経常利益又は経常損失（△） 132,780 △332,182

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,293 －

特別利益合計 1,293 －

特別損失   

固定資産除却損 9,764 9,884

投資有価証券評価損 41,551 －

退職給付制度改定損 － 91,265

特別損失合計 51,316 101,150

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 82,756 △433,333

法人税、住民税及び事業税 3,698 3,698

法人税等調整額 △876 △827

法人税等合計 2,821 2,870

四半期純利益又は四半期純損失（△） 79,934 △436,203
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

82,756 △433,333

減価償却費 353,278 313,085

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,293 △1,068

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,615 △488

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,710 △48,407

受取利息及び受取配当金 △14,176 △14,284

補助金収入 △10,000 △5,656

支払利息 28,337 24,085

為替差損益（△は益） 12,992 41,310

投資有価証券評価損益（△は益） 41,551 －

固定資産除却損 9,764 9,884

売上債権の増減額（△は増加） 427,562 357,269

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,267 △782,425

仕入債務の増減額（△は減少） △210,774 △63,640

その他 △73,981 94,265

小計 457,846 △509,402

利息及び配当金の受取額 14,171 14,284

補助金の受取額 10,000 8,956

利息の支払額 △28,424 △24,133

法人税等の支払額 △7,397 △7,397

営業活動によるキャッシュ・フロー 446,196 △517,693

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △335,502 △119,014

投資有価証券の取得による支出 △11 △13

関係会社株式の取得による支出 △20,000 －

その他 654 △3,665

投資活動によるキャッシュ・フロー △354,859 △122,694

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） △300,000 300,000

長期借入れによる収入 400,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △433,898 △483,698

配当金の支払額 △54,407 △54,850

その他 △59 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △388,365 261,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,992 △41,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △310,020 △420,250

現金及び現金同等物の期首残高 999,255 1,127,320

現金及び現金同等物の四半期末残高 689,235 707,069
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（生産、受注及び販売の状況） 

 当社は、単一セグメントであるため、製品の種類別ごとの生産、受注及び販売の状況を記載しております。  

① 生産実績  

  当第２四半期累計期間における生産実績を製品の種類別に示すと、次のとおりであります。   

  

② 受注状況  

  当社は受注見込による生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

③ 販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績を製品の種類別に示すと、次のとおりであります。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

  

前第２四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日）  

当第２四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年９月30日）  

区 分 金額（千円）   構成比（％） 金額（千円）   構成比（％） 

 医薬中間物 419,726 14.0  46,261 1.9

 農薬中間物 2,065,762 69.1  1,813,348 74.6

 機能性中間物 237,988 8.0  303,879 12.5

 界面活性剤 224,754 7.5  227,193 9.4

 その他 41,531 1.4  39,030 1.6

 合 計 2,989,763 100.0  2,429,714 100.0

  

前第２四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年９月30日） 

区 分 金額（千円）   構成比（％） 金額（千円）   構成比（％） 

 医薬中間物 460,937 15.1  143,651 7.8

 農薬中間物 1,784,952 58.3  1,055,010 57.7

 機能性中間物 512,836 16.7  340,711 18.6

 界面活性剤 227,830 7.4  211,363 11.6

 その他 78,189 2.5  78,554 4.3

 合 計 3,064,746 100.0  1,829,291 100.0
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