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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 727 42.9 △286 ― △294 ― △297 ―

24年3月期第1四半期 509 △62.8 △241 ― △251 ― △259 ―

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

25年3月期第1四半期 △21.75 ―

24年3月期第1四半期 △18.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 9,312 4,153 44.6
24年3月期 10,477 4,487 42.8

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,153百万円 24年3月期  4,487百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,840 0.6 △250 ― △280 ― △300 ― △21.89

通期 6,800 19.6 210 ― 140 ― 100 ― 7.30



(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 

 （注） 詳細は、 [添付資料] Ｐ２ 「２ . サマリー情報 （注記事項） に関する事項 （１） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」 をご
覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 13,730,000 株 24年3月期 13,730,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 27,852 株 24年3月期 27,852 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 13,702,148 株 24年3月期1Q 13,702,178 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] P 2 「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１四半期累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要を背景に緩やかに改善の兆しが見え始めた一方

で、欧州債務問題の影響や為替の円高の長期化、電力供給の制約等により、依然として景気の先行きは不透明な

状況が続いています。 

  このような状況の中で、国内売上高は、381百万円と前年同期（495百万円）に比べ、113百万円（22.9％）の減

収となりました。これは、医薬中間物及び機能性中間物は横ばいでしたが、農薬中間物が減少したためです。 

 一方、輸出売上高は、346百万円と前年同期（14百万円）に比べ、332百万円（2,357.0％）の大幅な増収となり

ました。これは、医薬中間物及び農薬中間物が増加したためです。 

 この結果、総売上高は727百万円となり、前年同期（509百万円）に比べ218百万円（42.9％）の増収となりまし

た。また、輸出比率は47.6％（前年同期2.8％）となりました。 

 利益につきましては、固定費の削減等に努めましたが、前期より続く稼働率の低下及び円高の影響を受ける輸

出の大幅な増加等の影響により、営業損失は286百万円（前年同期 営業損失241百万円）となりました。営業外損

益では為替差損14百万円を計上したこともあり、経常損失は294百万円（前年同期 経常損失251百万円）、四半期

純損失は297百万円（前年同期 四半期純損失259百万円）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の総資産は、前事業年度末に比べ1,165百万円減少の9,312百万円となりました。これは

主に、商品及び製品が151百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が1,467百万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831百万円減少の5,159百万円となりました。これは主に、借入金が

827百万円減少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333百万円減少の4,153百万円となり、自己資本比率は44.6％（前事業年度末

42.8％）となりました。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日の決算発表時における業績予想から変更はありま

せん。 

    

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

 （減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 695,075 759,562

受取手形及び売掛金 2,683,497 1,215,635

商品及び製品 2,074,403 2,226,181

仕掛品 73,786 164,654

原材料及び貯蔵品 173,397 295,973

その他 62,206 35,381

貸倒引当金 △8,094 △3,664

流動資産合計 5,754,271 4,693,726

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 984,924 967,343

機械及び装置（純額） 1,177,472 1,107,374

土地 1,328,624 1,328,624

その他（純額） 465,104 487,629

有形固定資産合計 3,956,126 3,890,971

無形固定資産 5,817 5,817

投資その他の資産   

投資有価証券 666,321 630,837

関係会社株式 20,000 20,000

その他 89,622 85,755

貸倒引当金 △14,178 △14,178

投資その他の資産合計 761,765 722,414

固定資産合計 4,723,709 4,619,203

資産合計 10,477,980 9,312,929

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 818,266 778,869

短期借入金 1,350,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 927,896 881,096

未払法人税等 9,767 388

賞与引当金 66,034 26,845

その他 452,325 517,933

流動負債合計 3,624,289 2,955,133

固定負債   

長期借入金 1,997,446 1,816,847

退職給付引当金 176,207 194,747

その他 192,926 192,371

固定負債合計 2,366,579 2,203,966

負債合計 5,990,869 5,159,099
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６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 △55,916 △353,878

自己株式 △4,445 △4,445

株主資本合計 4,466,181 4,168,218

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,929 △14,388

評価・換算差額等合計 20,929 △14,388

純資産合計 4,487,111 4,153,830

負債純資産合計 10,477,980 9,312,929
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 509,483 727,949

売上原価 527,458 814,657

売上総損失（△） △17,974 △86,708

販売費及び一般管理費   

発送運賃 3,583 10,978

従業員給料及び手当 81,834 75,819

賞与引当金繰入額 11,593 7,563

退職給付費用 21,825 15,823

その他 104,681 89,654

販売費及び一般管理費合計 223,519 199,838

営業損失（△） △241,493 △286,547

営業外収益   

受取利息 3 17

受取配当金 14,217 13,851

補助金収入 5,656 7,328

その他 2,282 5,245

営業外収益合計 22,159 26,442

営業外費用   

支払利息 11,903 11,386

為替差損 13,628 14,439

その他 6,900 8,738

営業外費用合計 32,432 34,563

経常損失（△） △251,766 △294,668

特別損失   

固定資産除却損 6,625 1,805

特別損失合計 6,625 1,805

税引前四半期純損失（△） △258,392 △296,473

法人税、住民税及び事業税 1,849 1,849

法人税等調整額 △413 △360

法人税等合計 1,435 1,489

四半期純損失（△） △259,827 △297,962
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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及び販売の状況を記載しております。  

① 生産実績  

  当第１四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 販売実績 

当第１四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。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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１四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年６月30日）  

当第１四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）  

区 分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 医薬中間物 16,161 1.6  40,495 4.0

 農薬中間物 789,662 76.3  718,357 71.1

 機能性中間物 111,673 10.8  126,275 12.5

 界面活性剤 100,876 9.7  102,424 10.2

 その他 16,344 1.6  22,177 2.2

 合 計 1,034,718 100.0  1,009,731 100.0

  

前第１四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年６月30日） 

当第１四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日） 

区 分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 医薬中間物 40,098 7.9  135,427 18.6

 農薬中間物 187,590 36.8  297,395 40.9

 機能性中間物 124,647 24.5  144,110 19.8

 界面活性剤 110,208 21.6  113,726 15.6

 その他 46,938 9.2  37,288 5.1

 合 計 509,483 100.0  727,949 100.0
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