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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12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 ％

24年3月期第3四半期 85,289 △1.1 2,653 13.8 5,792 △3.0 4,271 5.0
23年3月期第3四半期 86,271 △2.7 2,330 52.2 5,970 △19.3 4,067 △27.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,156百万円 （34.5％） 23年3月期第3四半期 1,603百万円 （―％）

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3四半期 28.08 ―

23年3月期第3四半期 26.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 174,029 87,287 47.1
23年3月期 167,223 85,723 48.4

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  82,053百万円 23年3月期  80,896百万円

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 ― 6.00 6.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 6.00 6.00

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 125,000 1.4 4,000 △15.5 8,200 △14.3 6,300 13.5 41.42



(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  ：  無  

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続き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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 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については、添付資料２ページ「１．当四半期決算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」をご参照ください。 

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3Q 154,317,630 株 23年3月期 154,317,630 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,206,484 株 23年3月期 2,203,422 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 152,112,868 株 23年3月期3Q 152,118,342 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産活動に持ち直しの動きがみられたものの、欧州の政府債

務危機等を背景とした世界経済の減速や、為替レートの変動等により、依然として不透明な状況にありました。 

 化学業界におきましては、海外景気の減速による輸出の伸び悩みに加え、為替相場の円高進行により、厳しい経

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やプラント建設事業が堅調に推移

したものの、商社事業における販売が減少いたしました。この結果、当連結累計期間の売上高は852億８千９百万円

（前年同期比1.1％減）となりました。 

 利益に関しましては、営業利益は、化学品の販売構成差等により26億５千３百万円（前年同期比13.8％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57億９千２百万円（前年同期比3.0％減）、また、四半期

純利益は42億７千１百万円（前年同期比5.0％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等が伸長したものの、青化物や塩化燐等の減少により、当累計期間の化学

品事業の売上高は224億６千８百万円（前年同期比2.1％減）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「パンチョ」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221億４千９百万円（前年同期比2.5％増）となりました。 

［商社事業］ 

 機械・装置等が伸長したものの、ウレタン材料や建設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247億６千６百万円（前年同期比8.0％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保管数量・保管残高が増加し、当累計期間の運輸倉庫事業の売上高は29億７

千１百万円（前年同期比2.5％増）となりました。 

［建設事業］ 

 土木建築は減収となりましたが、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82億９千

２百万円（前年同期比10.3％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46億４千２百万円（前年同期比5.9％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、たな卸資産の増加やAlkaline SAS等の新規連結に伴う有形固定資産の

増加等により、前連結会計年度末に比べ68億６百万円増加し、1,740億２千９百万円となりました。 

 負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加やAlkaline SAS等の新規連結に伴う借入金の増加等により、前

連結会計年度末に比べ52億４千２百万円増加し、867億４千１百万円となりました。 

 また、純資産は前連結会計年度末に比べ15億６千４百万円増加し、872億８千７百万円となりました。この結果、

当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は47.1％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の通期連結業績予想につきましては、前回（平成23年５月13日）発表予想に変更はありません。 

    

（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。 

   

   

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,177 13,288

受取手形及び売掛金 39,129 35,366

たな卸資産 20,541 26,122

繰延税金資産 1,684 1,891

その他 2,821 3,572

貸倒引当金 △22 △57

流動資産合計 77,333 80,184

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,921 16,159

機械装置及び運搬具（純額） 13,312 14,414

工具、器具及び備品（純額） 1,457 1,668

土地 14,785 14,948

リース資産（純額） 572 760

建設仮勘定 328 2,205

有形固定資産合計 46,376 50,156

無形固定資産   

のれん 2,111 1,976

その他 1,699 1,546

無形固定資産合計 3,810 3,523

投資その他の資産   

投資有価証券 32,469 31,457

前払年金費用 3,684 4,885

繰延税金資産 1,648 1,646

その他 1,926 2,206

貸倒引当金 △26 △29

投資その他の資産合計 39,702 40,165

固定資産合計 89,890 93,845

資産合計 167,223 174,029
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,849 21,741

短期借入金 34,422 35,681

未払法人税等 657 179

賞与引当金 1,769 853

その他 5,313 7,476

流動負債合計 61,012 65,932

固定負債   

長期借入金 12,490 12,393

繰延税金負債 846 1,107

退職給付引当金 2,263 2,795

役員退職慰労引当金 527 413

その他 4,359 4,100

固定負債合計 20,487 20,809

負債合計 81,499 86,741

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 32,088

自己株式 △592 △593

株主資本合計 83,399 86,756

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 800 257

繰延ヘッジ損益 △102 20

為替換算調整勘定 △3,080 △4,868

年金債務調整額 △120 △113

その他の包括利益累計額合計 △2,502 △4,703

少数株主持分 4,827 5,234

純資産合計 85,723 87,287

負債純資産合計 167,223 174,029
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 86,271 85,289

売上原価 66,376 65,327

売上総利益 19,894 19,961

販売費及び一般管理費 17,563 17,308

営業利益 2,330 2,653

営業外収益   

受取利息 10 17

受取配当金 273 336

持分法による投資利益 4,382 3,626

その他 987 810

営業外収益合計 5,654 4,791

営業外費用   

支払利息 518 457

為替差損 683 588

その他 812 605

営業外費用合計 2,014 1,651

経常利益 5,970 5,792

特別利益   

固定資産売却益 595 42

その他 17 2

特別利益合計 613 44

特別損失   

固定資産廃棄損 51 87

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 567 －

その他 1,012 39

特別損失合計 1,631 126

税金等調整前四半期純利益 4,952 5,710

法人税、住民税及び事業税 858 691

法人税等調整額 △105 592

法人税等合計 753 1,283

少数株主損益調整前四半期純利益 4,198 4,427

少数株主利益 131 156

四半期純利益 4,067 4,271
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,198 4,427

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △423 △572

繰延ヘッジ損益 25 23

為替換算調整勘定 △139 △253

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,057 △1,468

その他の包括利益合計 △2,595 △2,271

四半期包括利益 1,603 2,156

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,499 2,070

少数株主に係る四半期包括利益 103 85
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  該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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． セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

   ３． セグメント利益又は損失は、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 
 22,941  21,608 26,924  2,898 7,514  81,888  4,382  86,271  －  86,271

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 10,143  417 3,597  999 4,855  20,014  2,428  22,442  △22,442  －

計  33,085  22,025 30,522  3,898 12,370  101,903  6,811  108,714  △22,442  86,271

セグメント利益  145  565 188  278 1,106  2,284  161  2,446  △115  2,330

  （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 
 22,468  22,149 24,766  2,971 8,292  80,647  4,642  85,289  －  85,289

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 9,655  500 3,909  1,069 2,667  17,802  2,368  20,170  △20,170  －

計  32,123  22,649 28,675  4,040 10,959  98,449  7,010  105,460  △20,170  85,289

セグメント利益 

又は損失（△）  
 975  △119 150  405 810  2,222  103  2,325  327  2,653

（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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