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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 5,875 2.6 194 28.8 198 31.8 73 22.3
23年3月期第2四半期 5,724 1.4 150 △9.9 150 △16.6 60 △19.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 73百万円 （70.0％） 23年3月期第2四半期 43百万円 （―％）

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2四半期 11.19 ―
23年3月期第2四半期 9.07 ―

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 9,252 5,244 55.9
23年3月期 8,845 5,203 58.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,174百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、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  ：  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 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
半期連結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.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

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2Q 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2Q 129,673 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2Q 6,562,082 株 23年3月期2Q 6,617,565 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 ………………………………………………… 3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 3 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 3 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 4 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4 

（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 ………………………… 6 

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 6 

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………… 7 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 8 

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 9 

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………… 9 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 9 

  

○添付資料の目次

㈱理研グリーン（9992）　平成24年3月期第2四半期決算短信

ー　1　ー



経営成績の分析  
 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災発生による急激な落ち込みから、緩や
かな回復の兆しが見られたものの、世界的な金融不安を背景に、円高や輸出の伸び悩みなど、景気の先行
きは依然として不透明な状況で推移しました。 
 このような経済情勢のなか、当社グループを取り巻く事業環境は、ゴルフ場業界では、東日本大震災や
福島原発事故の影響による入場者数の減少やプレー料金の低価格化の進行による経営合理化の一段の強
化、製紙業界では、東日本大震災の影響や紙需要の減少による減産の継続、また緑化工事業界では、公
共、民間工事ともに発注量及び発注金額の減少等、依然として厳しい状況にありました。 
 このような事業環境のもと、当社グループは、総力を挙げて地域に密着した積極的な営業活動を推進
し、新剤及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２四半期連結累計期間の売上高は５８億７千５百万円（前年同期比２．６％増）となり
ました。 利益面につきましては、営業利益は１億９千４百万円（前年同期比２８．８％増）、経常利益
は１億９千８百万円（前年同期比３１．８％増）、四半期純利益は７千３百万円（前年同期比２２．３％
増）となりました。 

  

当第２四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〕  
 東日本大震災及び福島原発事故の影響などにより、関東以北での販売は低調に推移しましたが、ゴルフ
場向けを中心に主力商品の拡販に努めました。 
 この結果、当事業の売上高は４４億６千８百万円（前年同期比２．６％増）、営業利益は３億１千８百
万円（前年同期比１４．９％増）となりました。  
  
  
〔産業用薬品事業〕  
 スライムコントロール剤や異物除去剤ならびに剥離・コーティング剤は堅調に推移したものの、防腐剤
は低調に推移しました。  
 この結果、当事業の売上高は８億３千３百万円（前年同期比１．５％減）、営業利益は４千７百万円
（前年同期比１３．０％減）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３億４千５百万円（前年同期比２．５％増）、営業損失は２千１百万円
（前年同期は営業損失３千１百万円）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・不動産の販売などで、当事業の売上高は２億２千８
百万円（前年同期比２１．８％増）、営業利益は１千２百万円（前年同期比８９．７％増）となりまし
た。 

  

（資産、負債及び純資産の状況）  
 当第２四半期連結会計期間末の総資産は９２億５千２百万円で、前連結会計年度末に比べ４億６百万円
の増加となりました。  
  これは、流動資産が４億１千万円の増加、固定資産が４百万円の減少によるものです。  
  負債は４０億７百万円で、前連結会計年度末に比べ３億６千５百万円の増加となりました。  
 これは、流動負債が４億６千万円の増加、固定負債が９千４百万円の減少によるものです。  
 純資産は５２億４千４百万円で、前連結会計年度末に比べ４千万円の増加となりました。  
 これは四半期純利益７千３百万円による利益剰余金の増加等によるものです。  
 この結果、自己資本比率は５５．９％となりました。  

  

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
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（キャッシュ・フローの状況)  

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から２億１千９百万円
減少し、８億７千５百万円となりました。  
 営業活動によるキャッシュ・フローは、３千３百万円の減少（前年同期は２億７千４百万円の増加）と
なりました。  
 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億１千８百万円の減少（前年同期は２千９百万円の減少）と
なりました。  
 財務活動によるキャッシュ・フローは、６千７百万円の減少（前年同期は７千８百万円の減少）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日に発表しました通期の業績予想に変更はありません。 

  

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。  

  

（３）連結業績予想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

（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,095,157 876,057

受取手形及び売掛金 2,700,884 2,926,277

リース投資資産 245,771 243,410

有価証券 － 101,185

商品及び製品 1,488,050 1,655,951

仕掛品 40,273 56,748

原材料及び貯蔵品 148,538 109,529

販売用不動産 10,745 －

未成工事支出金 18,538 225,830

その他 196,577 158,380

貸倒引当金 △6,954 △4,952

流動資産合計 5,937,582 6,348,419

固定資産

有形固定資産

土地 1,141,922 1,141,922

その他（純額） 382,678 350,312

有形固定資産合計 1,524,600 1,492,234

無形固定資産

のれん 116,821 109,293

その他 9,021 10,616

無形固定資産合計 125,843 119,910

投資その他の資産

投資有価証券 295,517 257,586

リース投資資産 352,165 395,748

ゴルフ会員権 253,624 251,474

その他 531,666 563,077

貸倒引当金 △175,050 △176,375

投資その他の資産合計 1,257,924 1,291,512

固定資産合計 2,908,368 2,903,657

資産合計 8,845,951 9,252,076
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,630,313 1,938,771

短期借入金 68,401 60,869

リース債務 270,983 253,337

未払法人税等 97,559 121,218

賞与引当金 139,922 140,326

その他 318,442 471,553

流動負債合計 2,525,621 2,986,075

固定負債

長期借入金 4,185 －

リース債務 416,112 381,420

退職給付引当金 463,789 444,145

役員退職慰労引当金 170,576 134,008

その他 61,716 61,960

固定負債合計 1,116,380 1,021,535

負債合計 3,642,002 4,007,611

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 2,729,559

自己株式 △31,190 △31,393

株主資本合計 5,089,045 5,129,445

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 44,935

その他の包括利益累計額合計 44,626 44,935

少数株主持分 70,277 70,084

純資産合計 5,203,949 5,244,465

負債純資産合計 8,845,951 9,252,076
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

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

売上高 5,724,567 5,875,853

売上原価 4,277,458 4,389,279

売上総利益 1,447,108 1,486,574

販売費及び一般管理費 1,296,420 1,292,474

営業利益 150,687 194,099

営業外収益

受取利息 561 277

受取配当金 2,248 2,057

受取賃貸料 1,268 1,227

雑収入 4,523 5,754

営業外収益合計 8,602 9,317

営業外費用

支払利息 1,649 1,379

持分法による投資損失 6,658 3,058

雑損失 6 30

営業外費用合計 8,314 4,469

経常利益 150,976 198,947

特別利益

固定資産売却益 192 181

投資有価証券売却益 1,348 2,481

貸倒引当金戻入額 12,399 －

受取保険金 － 659

特別利益合計 13,940 3,322

特別損失

固定資産廃棄損 188 1,125

固定資産売却損 － 5

投資有価証券売却損 － 794

ゴルフ会員権評価損 1,250 3,350

特別損失合計 1,438 5,275

税金等調整前四半期純利益 163,478 196,994

法人税等 102,404 120,746

少数株主損益調整前四半期純利益 61,074 76,248

少数株主利益 1,030 2,832

四半期純利益 60,044 73,416
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 61,074 76,248

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,679 △2,456

その他の包括利益合計 △17,679 △2,456

四半期包括利益 43,395 73,792

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 46,277 73,725

少数株主に係る四半期包括利益 △2,881 66
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 163,478 196,994

減価償却費 47,582 47,693

のれん償却額 7,527 7,527

引当金の増減額（△は減少） △14,674 △56,484

受取利息及び受取配当金 △2,810 △2,334

支払利息 1,649 1,379

持分法による投資損益（△は益） 6,658 3,058

投資有価証券売却損益（△は益） △1,348 △1,686

固定資産売却損益（△は益） △192 △176

固定資産廃棄損 188 1,125

売上債権の増減額（△は増加） 357,648 △29,858

たな卸資産の増減額（△は増加） △604,507 △341,915

仕入債務の増減額（△は減少） 473,942 308,457

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,769 9,098

その他 △50,134 △91,419

小計 357,237 51,459

利息及び配当金の受取額 2,810 2,334

利息の支払額 △1,649 △1,379

法人税等の支払額 △83,633 △85,886

営業活動によるキャッシュ・フロー 274,764 △33,472

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 － △101,185

有形固定資産の取得による支出 △30,590 △40,668

有形固定資産の売却による収入 200 514

投資有価証券の取得による支出 △7,969 △977

投資有価証券の売却による収入 8,360 33,328

貸付けによる支出 － △450

貸付金の回収による収入 2,565 －

無形固定資産の取得による支出 － △4,866

その他 △2,091 △3,876

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,525 △118,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △29,878 △23,660

長期借入金の返済による支出 △15,078 △11,717

配当金の支払額 △33,127 △31,866

自己株式の取得による支出 △271 △202

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,355 △67,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,883 △219,099

現金及び現金同等物の期首残高 1,135,872 1,094,157

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,302,756 875,057
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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．セグメント利益の調整額△155,942千円は、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利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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・不動産の販売を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△162,170千円は、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利益と調整を行っております。 

  

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

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

4,353,152 846,359 337,277 187,777 ─ 5,724,567

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

38,066 ─ ─ 13,451 △51,518 ─

計 4,391,219 846,359 337,277 201,229 △51,518 5,724,567

  セグメント利益又は 
  損失(△)

277,192 54,840 △31,731 6,328 △155,942 150,687

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

4,468,135 833,382 345,640 228,695 ─ 5,875,853

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

28,916 ─ 4,100 12,434 △45,451 ─

計 4,497,052 833,382 349,740 241,129 △45,451 5,875,853

  セグメント利益又は 
  損失(△)

318,461 47,729 △21,924 12,003 △162,170 194,099

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱理研グリーン（9992）　平成24年3月期第2四半期決算短信

ー　9　ー




