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1.  平成24年11月期第3四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年8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11月期第3四半期 4,825 △2.8 104 △27.9 194 9.6 86 △14.7
23年11月期第3四半期 4,963 △5.0 144 △28.2 177 △14.4 101 △22.8

（注）包括利益 24年11月期第3四半期 92百万円 （9.8％） 23年11月期第3四半期 84百万円 （―％）

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11月期第3四半期 8.76 ―
23年11月期第3四半期 10.41 ―

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11月期第3四半期 6,359 2,096 32.1 200.52
23年11月期 5,677 1,983 34.0 197.29
（参考） 自己資本 24年11月期第3四半期 2,044百万円 23年11月期 1,930百万円

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11月期 ― ― ― 2.00 2.00
24年11月期 ― ― ―
24年11月期（予想） 2.00 2.00

3. 平成24年11月期の連結業績予想（平成23年12月 1日～平成24年11月30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 6,580 1.7 148 35.8 197 △15.5 105 23.5 11.24



(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 ： 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す。

※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。

※  注記事項

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11月期3Q 10,197,000 株 23年11月期 10,197,000 株
② 期末自己株式数 24年11月期3Q 3,261 株 23年11月期 411,851 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年11月期3Q 9,920,976 株 23年11月期3Q 9,785,365 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我が国経済は、東日本大震災の復興需要などにより緩やかに持ち直している

ものの、円高の長期化、欧州の債務危機による輸出への影響に加え、電力供給の制約や高水準が続く失業率など懸

念材料も多く、厳しい状況で推移いたしました。

このような情勢のもと、当社グループは、従来からの地域密着を基本に、水稲用殺虫剤「スクミノン」、食品由

来物質による「サンクリスタル乳剤」「ハッパ乳剤」並びに「ビオネクト」などの独自剤に加え、総合防除による

環境保全型農業への推進、森林や公園・ゴルフ場等の緑化防除事業並びに不快害虫防除薬剤の開発と防除事業など

に注力するとともに受託生産にも努めて工場の操業度向上を図ってまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は48億25百万円（前年同期比1億37百万円、2.8%減)となりま

した。損益面では、営業利益は販管費の増加により1億4百万円（前年同期比40百万円、27.9%減）、経常利益は保

険解約返戻金等の計上があり1億94百万円（前年同期比16百万円、9.6%増）となりました。四半期純利益は特別損

失の計上があり、86百万円（前年同期比14百万円、14.7%減）となりました。

当社グループの事業は単一セグメントでありますが、製品の用途別売上は以下のとおりとなりました。

殺虫剤は園芸用が減少し売上高は26億76百万円（前年同期比1億49百万円、5.3%減）、殺菌剤は園芸用が増加し

売上高は6億84百万円（前年同期比31百万円、4.8%増）、殺虫殺菌剤は水稲用が減少し売上高は3億44百万円（前年

同期比32百万円、8.5%減）、除草剤は園芸用が減少し売上高は4億15百万円（前年同期比17百万円、4.0%減）、そ

の他はフェロモン剤等が減少し売上高は3億40百万円（前年同期比16百万円、4.7%減）、農薬外その他は防除事業

並びに森林用資材が増加し売上高は3億62百万円（前年同期比46百万円、14.8%増）となりました。

（２）連結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３四半期連結会計期間末の総資産は63億59百万円で、前連結会計年度末に比べ6億81百万円の増加となりま

した。これは主に現金及び預金並びに信託受益権等の増加によるものであります。

負債は42億63百万円で、前連結会計年度末に比べ5億69百万円の増加となりました。これは主に短期借入金並び

に長期借入金等の増加によるものであります。

純資産は20億96百万円で、前連結会計年度末に比べ1億12百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の

増加並びに自己株式の減少等によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年11月期通期の連結業績予想は、平成23年11月期の決算発表時（平成24年1月13日）の業績予想からの変

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（注記事項）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：千円）

前連結会計年度
(平成23年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 919,442 1,250,457

受取手形及び売掛金 1,435,773 1,418,797

信託受益権 493,553 715,416

商品及び製品 875,835 1,054,924

仕掛品 53,514 52,976

原材料及び貯蔵品 258,812 243,747

繰延税金資産 53,997 59,459

その他 65,415 22,373

貸倒引当金 △1,139 △934

流動資産合計 4,155,206 4,817,217

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 274,319 261,718

機械装置及び運搬具（純額） 130,867 110,602

土地 316,622 304,891

リース資産（純額） 46,925 57,592

建設仮勘定 － 3,720

その他（純額） 39,405 32,575

有形固定資産合計 808,141 771,100

無形固定資産

ソフトウエア仮勘定 30,600 30,600

その他 6,601 5,929

無形固定資産合計 37,201 36,529

投資その他の資産

投資有価証券 468,123 531,790

繰延税金資産 124,376 116,772

その他 100,305 100,455

貸倒引当金 △15,475 △14,400

投資その他の資産合計 677,331 734,617

固定資産合計 1,522,674 1,542,247

資産合計 5,677,880 6,359,465
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,246,239 1,241,692

短期借入金 670,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 197,600 266,936

リース債務 14,431 19,168

未払法人税等 33,742 72,128

賞与引当金 12,571 53,264

販売促進引当金 92,060 80,091

未払賞与 79,033 －

その他 241,632 184,373

流動負債合計 2,587,310 2,967,654

固定負債

長期借入金 495,800 635,040

リース債務 35,014 41,389

退職給付引当金 329,338 357,125

役員退職慰労引当金 59,130 65,279

長期預り保証金 187,351 196,930

固定負債合計 1,106,635 1,295,766

負債合計 3,693,945 4,263,421

純資産の部

株主資本

資本金 664,500 664,500

資本剰余金 295,451 296,620

利益剰余金 979,444 1,046,664

自己株式 △40,030 △315

株主資本合計 1,899,365 2,007,469

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31,121 36,616

その他の包括利益累計額合計 31,121 36,616

少数株主持分 53,448 51,958

純資産合計 1,983,935 2,096,044

負債純資産合計 5,677,880 6,359,465
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年12月１日
至 平成24年８月31日)

売上高 4,963,015 4,825,145

売上原価 3,706,818 3,566,076

売上総利益 1,256,196 1,259,069

販売費及び一般管理費 1,111,327 1,154,592

営業利益 144,869 104,477

営業外収益

受取利息 1,078 258

受取配当金 4,002 5,419

持分法による投資利益 21,891 18,878

保険解約返戻金 － 55,923

その他 25,798 28,385

営業外収益合計 52,771 108,866

営業外費用

支払利息 18,779 18,337

その他 1,764 913

営業外費用合計 20,544 19,251

経常利益 177,097 194,091

特別利益

貸倒引当金戻入額 340 －

特別利益合計 340 －

特別損失

固定資産売却損 － 12,361

固定資産除却損 239 357

ゴルフ会員権評価損 828 250

リース解約損 417 306

特別損失合計 1,485 13,275

税金等調整前四半期純利益 175,951 180,816

法人税、住民税及び事業税 97,427 90,368

法人税等調整額 △15,147 3,105

法人税等合計 82,280 93,474

少数株主損益調整前四半期純利益 93,671 87,341

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,161 451

四半期純利益 101,832 86,890
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年12月１日
至 平成24年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 93,671 87,341

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,326 4,970

持分法適用会社に対する持分相当額 225 571

その他の包括利益合計 △9,100 5,542

四半期包括利益 84,570 92,884

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 92,634 92,385

少数株主に係る四半期包括利益 △8,063 498
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該当事項はありません。

当社は、平成24年６月７日開催の取締役会において第三者割当による自己株式（当社普通株式）の処分を決議

し、平成24年６月22日に自己株式413,000株を処分致しました。これにより自己株式が40,061千円減少しておりま

す。

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年12月１日 至平成23年８月31日）

当社グループは農薬の製造販売、ならびに農薬に関連した防除作業を事業内容としており事業区分が単一セ

グメントのため記載しておりません。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年12月１日 至平成24年８月31日）

当社グループは農薬の製造販売、ならびに農薬に関連した防除作業を事業内容としており事業区分が単一セ

グメントのため記載しておりません。

（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

（５）セグメント情報等
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