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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 1,961 7.3 △250 ― △280 ― △305 ―

24年3月期第2四半期 1,829 △40.3 △279 ― △332 ― △436 ―

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2四半期 △22.27 ―

24年3月期第2四半期 △31.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 9,410 4,140 44.0
24年3月期 10,477 4,487 42.8

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,140百万円 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 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 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、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  ：  有  
 

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 6,500 14.3 120 ― 70 ― 30 ― 2.19



(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] Ｐ ２ 「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2Q 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2Q 27,952 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2Q 13,702,119 株 24年3月期2Q 13,702,171 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、震災後の復興関連需要により、企業における生産活動や設備投

資も緩やかに回復し、持ち直しの動きがみられました。 

しかし一方では、欧州経済の減速、中国をはじめとする新興国の経済成長の鈍化及び長期化する円高は輸出産

業を中心に企業業績を下振れさせるリスクを孕んでおり、また原発政策の見直しによる電力供給への懸念、エネ

ルギーコストの上昇など、企業を取り巻く環境は益々厳しく、先行き不透明感が深くなりつつあります。 

このような状況の中で、国内売上高は962百万円となり、前年同期（1,329百万円）に比べ367百万円

（27.6％）の減収となりました。これは、医薬中間物は増加しましたが、農薬中間物及び機能性中間物がユーザ

ーでの在庫調整等により減少したためです。 

一方、輸出売上高は999百万円となり、前年同期（499百万円）に比べ499百万円（100.1％）の増収となりまし

た。これは、医薬中間物がユーザーでの在庫調整が終わり増加したこと、及び農薬中間物が大幅に増加したこと

によるものです。 

この結果、総売上高は1,961百万円となり前年同期（1,829百万円）に比べ132百万円（7.3％）の増収となりま

した。また、輸出比率は50.9％(前年同期27.3％)となりました。 

利益につきましては、固定費削減等に努めましたが、期初における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250百万円（前年同期 営業損失279百万円）となりました。営業外損

益では支払利息22百万円及び為替差損18百万円を計上したこと等により、経常損失は280百万円（前年同期 経常

損失332百万円）となりました。 

また、特別損失として関係会社株式評価損12百万円を計上したこと等により、四半期純損失は305百万円（前

年同期 四半期純損失436百万円）となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ1,067百万円減少の9,410百万円となりました。これは

主に、商品及び製品が430百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が1,534百万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720百万円減少の5,270百万円となりました。これは主に、借入金が

684百万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346百万円減少の4,140百万円となり、自己資本比率は44.0％（前事業年度末

42.8％）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、888百万円の収入となり、前年同期に比

べ1,406百万円の収入の増加となりました。これは主に、売上債権の減少による収入が増加したためです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、186百万円の支出となり、前年同期に比べ63百万円の支出の増加となり

ました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したためです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、684百万円の支出となり、前年同期に比べ946百万円の支出の増加となり

ました。これは主に、借入金の返済を進めたためです。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期会計期間末残高は704百万円となり、前事業年度末に比べ９

百万円増加しました。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 今後の業績につきましては、当第２四半期累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成24年５月11日の決

算発表時に公表いたしました予想数値を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

     

（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、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２四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

スガイ化学工業㈱（4120）平成25年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 2 -



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２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 695,075 704,108

受取手形及び売掛金 2,683,497 1,148,791

商品及び製品 2,074,403 2,505,029

仕掛品 73,786 178,487

原材料及び貯蔵品 173,397 292,175

その他 62,206 41,909

貸倒引当金 △8,094 △3,462

流動資産合計 5,754,271 4,867,039

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 984,924 952,620

機械及び装置（純額） 1,177,472 1,091,228

土地 1,328,624 1,328,624

その他（純額） 465,104 455,469

有形固定資産合計 3,956,126 3,827,942

無形固定資産 5,817 5,817

投資その他の資産   

投資有価証券 666,321 630,000

関係会社株式 20,000 7,697

その他 89,622 86,460

貸倒引当金 △14,178 △14,177

投資その他の資産合計 761,765 709,980

固定資産合計 4,723,709 4,543,740

資産合計 10,477,980 9,410,780

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 818,266 817,280

短期借入金 1,350,000 1,150,000

1年内返済予定の長期借入金 927,896 856,429

未払法人税等 9,767 7,819

賞与引当金 66,034 42,151

その他 452,325 401,747

流動負債合計 3,624,289 3,275,428

固定負債   

長期借入金 1,997,446 1,584,515

退職給付引当金 176,207 213,020

その他 192,926 197,537

固定負債合計 2,366,579 1,995,072

負債合計 5,990,869 5,270,500
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９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 △361,045

自己株式 △4,445 △4,453

株主資本合計 4,466,181 4,161,044

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,929 △20,764

評価・換算差額等合計 20,929 △20,764

純資産合計 4,487,111 4,140,279

負債純資産合計 10,477,980 9,410,780
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,829,291 1,961,933

売上原価 1,650,800 1,814,634

売上総利益 178,490 147,299

販売費及び一般管理費   

発送運賃 16,721 24,876

従業員給料及び手当 157,557 148,170

賞与引当金繰入額 27,920 14,112

退職給付費用 43,630 31,565

その他 212,656 178,822

販売費及び一般管理費合計 458,486 397,547

営業損失（△） △279,995 △250,248

営業外収益   

受取利息 56 56

受取配当金 14,227 13,861

補助金収入 5,656 7,328

その他 3,506 7,308

営業外収益合計 23,447 28,554

営業外費用   

支払利息 24,085 22,576

為替差損 35,929 18,998

その他 15,618 17,541

営業外費用合計 75,633 59,115

経常損失（△） △332,182 △280,808

特別損失   

固定資産除却損 9,884 9,039

関係会社株式評価損 － 12,302

退職給付制度改定損 91,265 －

特別損失合計 101,150 21,342

税引前四半期純損失（△） △433,333 △302,151

法人税、住民税及び事業税 3,698 3,698

法人税等調整額 △827 △720

法人税等合計 2,870 2,978

四半期純損失（△） △436,203 △305,129
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △433,333 △302,151

減価償却費 313,085 259,607

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,068 △4,633

賞与引当金の増減額（△は減少） △488 △23,883

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48,407 36,812

受取利息及び受取配当金 △14,284 △13,918

補助金収入 △5,656 △7,328

支払利息 24,085 22,576

為替差損益（△は益） 41,310 8,440

関係会社株式評価損 － 12,302

固定資産除却損 9,884 9,039

売上債権の増減額（△は増加） 357,269 1,534,706

たな卸資産の増減額（△は増加） △782,425 △654,104

仕入債務の増減額（△は減少） △63,640 △985

その他 94,265 20,258

小計 △509,402 896,739

利息及び配当金の受取額 14,284 13,918

補助金の受取額 8,956 7,328

利息の支払額 △24,133 △22,016

法人税等の支払額 △7,397 △7,397

営業活動によるキャッシュ・フロー △517,693 888,571

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △119,014 △185,722

投資有価証券の取得による支出 △13 △13

その他 △3,665 △579

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,694 △186,315

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 300,000 △200,000

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △483,698 △484,398

配当金の支払額 △54,850 △376

その他 △4 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 261,447 △684,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,310 △8,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △420,250 9,033

現金及び現金同等物の期首残高 1,127,320 695,075

現金及び現金同等物の四半期末残高 707,069 704,108
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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２四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２四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。 

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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２四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年９月30日）  

当第２四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日） 

区 分 金額（千円）   構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 医薬中間物 46,261 1.9  465,091 19.2

 農薬中間物 1,813,348 74.6  1,524,144 62.8

 機能性中間物 303,879 12.5  181,273 7.5

 界面活性剤 227,193 9.4  206,990 8.5

 その他 39,030 1.6  49,843 2.0

 合 計 2,429,714 100.0  2,427,343 100.0

  

前第２四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年９月30日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日） 

区 分 金額（千円）   構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 医薬中間物 143,651 7.8  421,884 21.5

 農薬中間物 1,055,010 57.7  973,864 49.7

 機能性中間物 340,711 18.6  270,804 13.8

 界面活性剤 211,363 11.6  214,572 10.9

 その他 78,554 4.3  80,807 4.1

 合 計 1,829,291 100.0  1,961,933 100.0
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