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（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12月期第１四半期  2,587  △12.1  246  △38.1  235  △38.6  138  △43.3

23年12月期第１四半期  2,945  △4.2  398  △29.8  383  △30.6  243  △32.8

  

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12月期第１四半期  17.68  17.67

23年12月期第１四半期  31.20  31.19

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

24年12月期第１四半期  12,021  3,820  31.8  488.96

23年12月期  12,093  3,760  31.1  481.26

（参考）自己資本 24年12月期第１四半期 3,820百万円 23年12月期 3,760百万円 

  

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12月期  －  10.00  －  10.00  20.00

24年12月期  －         

24年12月期（予想）    10.00  －  10.00  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

  （％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）

  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）  4,300  △10.9  130  △22.1  100  △17.3  50  △31.2  6.40

通期  10,500  △6.1  910  7.5  840  13.2  500  4.2  63.99

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  無   



４．その他 

 

  

（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） 

  

  

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：  有   

簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

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   

「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理

の原則・手続き、表示方法等の変更の有無となります。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期１Ｑ 7,813,900株 23年12月期 7,813,900株 

②  期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 75株 23年12月期 75株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 7,813,825株 23年12月期１Ｑ 7,806,241株 

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財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

本資料に記載されている業績見通し当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。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間（平成24年１月１日から平成24年３月31日まで）におけるわが国経済は、昨年の東日本大

震災の影響による厳しい状況から穏やかな回復の兆しがみられたものの、欧州政府債務問題などを背景とした世界

経済の下振れ懸念や円高の長期化に加え、原油価格の上昇傾向、雇用情勢の厳しさなど景気の先行きは依然として

不透明な状況で推移しております。 

 国内農業においては、先進国の中でも依然低い食料自給率（カロリーベース総合自給率約40％）、農家の高齢

化・後継者不足による作付面積の減少等の従来からの問題に加え、東日本大震災に関連した被害等により厳しい状

況が継続しております。 

 このような状況下、当社は主力品目である殺菌剤及び水稲除草剤の収益力強化に取り組んでおりますが、国内に

おいては流通市場の在庫調整により、海外においてはジェネリック品との競合の更なる激化等により、売上・利益

ともに前年同期を下回りました。 

 この結果、当第１四半期累計期間の売上高は25億87百万円（前年同期比３億57百万円減、12.1％減）、営業利益

は２億46百万円（前年同期比１億51百万円減、38.1％減）、経常利益は２億35百万円（前年同期比１億47百万円

減、38.6％減）、四半期純利益は１億38百万円（前年同期比１億５百万円減、43.3％減）となりました。 

 なお、当社の販売する製品は、農繁期に備え、冬季から春季にかけて出荷が集中する傾向にあります。そのた

め、第１四半期会計期間（１月１日から３月31日まで）及び第４四半期会計期間（10月１日から12月31日まで）に

売上高が集中する傾向にあり、特に第４四半期会計期間はこの傾向が顕著となります。 

  

 当社は農薬事業セグメントのみの単一セグメントではありますが、事業の傾向を示すために品目別に業績を記載

します。 

  

（殺菌剤） 

 当第１四半期累計期間における売上高は９億29百万円（前年同期比１億36百万円減、12.8％減）となりまし

た。これは、主に海外向けダコニール関連製品のジェネリック品との価格競合が激化し、売上が減少したことに

よるものです。 

（水稲除草剤） 

 当第１四半期累計期間における売上高は11億61百万円（前年同期比１億89百万円減、14.0％減）となりまし

た。これは、主にベンゾビシクロン関連製品（原体及び製剤）の出荷減少によるものです。 

（緑化関連剤） 

 当第１四半期累計期間における売上高は２億87百万円（前年同期比78百万円減、21.5％減）となりました。こ

れは、主に国内の葉タバコ作付面積の減少に伴って、同作物向けの植物成長調整剤の出荷が減少したことによる

ものです。 

（殺虫剤） 

 当第１四半期累計期間における売上高は１億60百万円（前年同期比37百万円増、30.5％増）となりました。こ

れは、主にセンチュウ防除剤の出荷増加によるものです。 

（その他） 

 当第１四半期累計期間における売上高は49百万円（前年同期比９百万円増、24.1％増）となりました。 

     

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況   

 当第１四半期会計期間末（平成24年３月31日）における総資産は120億21百万円であり、前事業年度末（平成

23年12月31日）と比べて72百万円減少しました。 

 流動資産は86億15百万円であり、前事業年度末比21百万円の増加となりました。主な内訳は、現金及び預金３

億24百万円、たな卸資産３億20百万円の増加と、売掛金３億34百万円、未収入金３億63百万円の減少です。 

 固定資産は34億５百万円であり、前事業年度末比93百万円の減少となりました。主な内訳は、有形固定資産償

却費53百万円、無形固定資産償却費23百万円、長期前払費用償却額21百万円の計上です。 

 流動負債は54億27百万円であり、前事業年度末比２億47百万円の増加となりました。主な内訳は、未払金２億

96百万円の増加と、未払法人税等１億９百万円の減少です。 

 固定負債は27億73百万円であり、前事業年度末比３億80百万円の減少となりました。主な内訳は、長期借入金

３億56百万円の減少です。 

 純資産は38億20百万円であり、前事業年度末比60百万円の増加となりました。主な内訳は、四半期純利益１億

38百万円の増加と、剰余金の配当78百万円による減少です。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成23年12月期決算発表時（平成24年２月１日）に公表した通期業績予想から変更は

ありません。   

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用につては、当第１四半期会計期間を含む事業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）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。   

   

（３）追加情報 

・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

㈱エス・ディー・エス バイオテック（4952） 平成24年12月期 第１四半期決算短信

-2-



４．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 

(平成23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 760,060 1,084,904 

受取手形 2,227 2,418 

売掛金 3,504,545 3,170,443 

商品及び製品 3,186,310 3,697,662 

仕掛品 7,846 16,777 

原材料及び貯蔵品 421,084 221,176 

前払費用 120,549 194,407 

繰延税金資産 134,298 134,298 

未収入金 444,232 80,769 

その他 12,884 12,812 

流動資産合計 8,594,040 8,615,671 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 968,150 954,326 

構築物（純額） 101,432 98,548 

機械及び装置（純額） 247,946 211,115 

車両運搬具（純額） 5,099 4,824 

工具、器具及び備品（純額） 84,537 73,622 

土地 891,545 891,545 

有形固定資産合計 2,298,711 2,233,982 

無形固定資産   

特許権 61,770 56,614 

ソフトウエア 200,919 182,608 

その他 6,446 22,559 

無形固定資産合計 269,136 261,781 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,320 7,452 

関係会社株式 80,000 80,000 

長期前払費用 529,525 508,344 

繰延税金資産 249,974 249,974 

その他 99,761 99,030 

貸倒引当金 △34,838 △34,838 

投資その他の資産合計 931,743 909,963 

固定資産合計 3,499,591 3,405,728 

資産合計 12,093,632 12,021,399 
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（単位：千円）

前事業年度 

(平成23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,086,985 1,016,646 

短期借入金 1,424,703 1,433,345 

1年内返済予定の長期借入金 1,444,000 1,419,000 

未払金 544,707 840,824 

未払費用 424,770 494,817 

未払法人税等 192,063 82,844 

賞与引当金 37,149 113,890 

預り金 16,367 22,835 

その他 8,531 3,020 

流動負債合計 5,179,279 5,427,224 

固定負債   

長期借入金 2,473,000 2,117,000 

退職給付引当金 618,759 592,710 

資産除去債務 8,920 8,920 

その他 53,154 54,896 

固定負債合計 3,153,834 2,773,527 

負債合計 8,333,114 8,200,751 

純資産の部   

株主資本   

資本金 805,845 805,845 

資本剰余金 73,029 73,029 

利益剰余金 2,881,492 2,941,520 

自己株式 △46 △46 

株主資本合計 3,760,321 3,820,348 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 196 298 

評価・換算差額等合計 196 298 

純資産合計 3,760,518 3,820,647 

負債純資産合計 12,093,632 12,021,399 
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（２）四半期損益計算書 

（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 2,945,190 2,587,900 

売上原価 1,882,903 1,691,683 

売上総利益 1,062,287 896,216 

販売費及び一般管理費 663,872 649,761 

営業利益 398,414 246,454 

営業外収益   

受取利息 170 168 

受取配当金 330 198 

為替差益 4,444 7,748 

その他 0 13 

営業外収益合計 4,944 8,128 

営業外費用   

支払利息 19,965 19,050 

その他 － 13 

営業外費用合計 19,965 19,063 

経常利益 383,394 235,519 

特別損失   

固定資産除却損 238 17,902 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,495 － 

特別損失合計 8,734 17,902 

税引前四半期純利益 374,659 217,617 

法人税等 131,130 79,452 

四半期純利益 243,528 138,165 
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 該当事項はありません。   

   

   

 前第１四半期累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年３月31日）及び当第１四半期累計期間（自平成24年１

月１日 至平成24年３月31日）   

 当社は農薬事業セグメントの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

   

 該当事項はありません。   

   

   

 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

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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