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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9月30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12月期第3四半期 9,629 8.0 1,339 35.8 1,330 38.2 789 ―
23年12月期第3四半期 8,917 △12.0 986 △14.3 962 △8.4 16 △97.8

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 901百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 △99百万円 （―％）

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12月期第3四半期 64.91 ―
23年12月期第3四半期 1.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 17,858 12,025 58.0
23年12月期 16,547 11,235 58.2
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  10,349百万円 23年12月期  9,634百万円

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12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 20.00 20.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 12,403 9.7 1,164 6.1 1,189 14.4 828 ― 67.99



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化
等により、上記予想と異なる場合があります。 

※  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12月期3Q 13,404,862 株 23年12月期 13,404,862 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 1,162,058 株 23年12月期 1,291,998 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 12,169,271 株 23年12月期3Q 12,112,889 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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、一部で復興需要等を背景とした景気回復の動きがみ

られるものの、雇用情勢は依然として厳しく、さらに欧州債務危機をはじめとする景気の先行き不透明感

から低価格志向の消費が続いております。 

国内農薬業界におきましては、東京電力㈱福島第一原発事故に起因する放射能汚染等による農地の耕作

放棄の増加、放射性セシウム検出による農作物の価格下落、慢性的な生産者の高齢化・後継者不足など農

業をとりまく環境は依然好転しない中、農薬の需要も減少傾向にあり、厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは主力の土壌処理剤「ネマキック粒剤」、「バスアミド微粒剤」

を中心に、現地での普及展示活動を継続展開してまいりました。 

また当四半期も当社グループの製造及び販売計画に重大な狂いを生じさせ、主力の福島工場が閉鎖に追

い込まれた直接の原因となる原発事故を引き起こした東京電力㈱が未だに当社グループの営業逸失利益、

福島工場の損害に対して誠意のある対応を見せず賠償に応じないため、損害賠償請求を引き続き行ってい

く所存であります。 

当社グループは、果樹、野菜、花卉など園芸農家を中心に技術普及を重視した農家直結の営業方針を堅

持し、農家、会員店・JA・販売店と当社グループを密に連携する「トライアングル作戦」を展開し、強力

に需要の開拓と販売促進に努めてまいりました。 

その結果、第３四半期連結累計期間における売上高は96億２千９百万円（前年同四半期比７億１千２百

万円の増加、前年同四半期比8.0％増）、営業利益は13億３千９百万円（前年同四半期比３億５千３百万円

の増加、前年同四半期比35.8％増）、経常利益は13億３千万円（前年同四半期比３億６千７百万円の増

加、前年同四半期比38.2％増）、四半期純利益は７億８千９百万円（前年同四半期比７億７千３百万円の

増加、前年同四半期比4,770.7％増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は178億５千８百万円（前連結会計年度比13億１千１百万円

の増加、前連結会計年度比7.9％増）となりました。これは主に債権の回収等により現金及び預金が３億５

千４百万円、売上増加による売上債権が10億９千８百万円増加したことによるものであります。 

（負債及び純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は58億３千３百万円（前連結会計年度比５億２千万円の増

加、前連結会計年度比9.8％増）となりました。これは主に仕入増加に伴い仕入債務が１億２千万円、未払

法人税等が４億円増加したことによるものであります。純資産は120億２千５百万円（前連結会計年度比７

億９千万円の増加、前連結会計年度比7.0％増）となりました。その結果自己資本比率は58.0％、１株当た

り純資産額は845円39銭となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等に基づい

て予測し作成したものであり、リスクや不確定要素が含まれております。 

従いまして、実際の業績は、当社グループを取り巻く経済情勢、市場動向、競合状況等、今後様々な要

因によって、記載の金額の予想数値と異なる可能性がありますのでご承知おきください。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(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。 
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(4)  追加情報 

第１四半期連結会計期間の期首以後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。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 

(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12月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 7,031,799  7,386,216

  受取手形及び売掛金 3,356,613  4,455,611

  商品及び製品 1,595,900  1,413,629

  仕掛品 167,963  183,076

  原材料及び貯蔵品 626,680  797,656

  繰延税金資産 167,315  191,457

  その他 193,523  328,178

  流動資産合計 13,139,797  14,755,825

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,110,142  1,093,285

   機械装置及び運搬具（純額） 33,321  30,463

   土地 477,478  658,588

   その他（純額） 54,938  54,205

   有形固定資産合計 1,675,880  1,836,543

  無形固定資産  

   のれん 1,311,447  815,839

   その他 8,891  22,360

   無形固定資産合計 1,320,338  838,200

  投資その他の資産  

   投資有価証券 91,156  109,330

   繰延税金資産 140,955  139,208

   その他 206,473  206,575

   貸倒引当金 △26,800  △26,800

   投資その他の資産合計 411,784  428,315

  固定資産合計 3,408,004  3,103,059

 資産合計 16,547,801  17,858,885

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,273,154  1,393,604

  1年内返済予定の長期借入金 286,800  362,400

  未払法人税等 －  400,271

  その他 832,657  804,517

  流動負債合計 2,392,612  2,960,793

 固定負債  

  長期借入金 1,283,000  1,192,300

  退職給付引当金 414,204  430,924

  役員退職慰労引当金 412,039  425,792

  その他 810,785  823,202

  固定負債合計 2,920,028  2,872,219

 負債合計 5,312,640  5,833,012

純資産の部  

 株主資本  
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

  資本金 1,809,177  1,809,177

  資本剰余金 1,805,164  1,810,804

  利益剰余金 7,286,558  7,955,396

  自己株式 △511,132  △459,725

  株主資本合計 10,389,767  11,115,654

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 18,900  21,448

  繰延ヘッジ損益 △22,973  △19,102

  為替換算調整勘定 △750,775  △768,025

  評価・換算差額等合計 △754,848  △765,679

 少数株主持分 1,600,241  1,675,898

 純資産合計 11,235,160  12,025,872

負債純資産合計 16,547,801  17,858,885
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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23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,917,796  9,629,899

売上原価 5,101,784  5,470,240

売上総利益 3,816,012  4,159,658

販売費及び一般管理費 2,829,528  2,819,801

営業利益 986,483  1,339,857

営業外収益  

 受取利息及び配当金 8,386  14,993

 受取地代家賃 2,858  11,559

 その他 16,088  6,517

 営業外収益合計 27,333  33,071

営業外費用  

 支払利息 29,673  25,784

 為替差損 20,574  6,606

 減価償却費 －  2,168

 その他 722  7,905

 営業外費用合計 50,970  42,465

経常利益 962,846  1,330,462

特別利益  

 固定資産売却益 －  9

 特別利益合計 －  9

特別損失  

 固定資産売却損 －  28,228

 固定資産除却損 104  568

 減損損失 831,717  －

 子会社清算損 2,048  －

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,740  －

 災害による損失 65,457  －

 特別損失合計 912,067  28,796

税金等調整前当期純利益 50,778  1,301,676

法人税、住民税及び事業税 40,209  404,254

法人税等調整額 △88,794  △25,912

法人税等合計 △48,584  378,341

少数株主損益調整前当期純利益 99,363  923,334

少数株主利益 83,144  133,366

当期純利益 16,218  789,967
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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23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 99,363  923,334

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △7,465  2,548

 繰延ヘッジ損益 4,301  3,870

 為替換算調整勘定 △196,112  △28,750

 その他の包括利益合計 △199,276  △22,331

包括利益 △99,912  901,002

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 △104,612  779,136

 少数株主に係る包括利益 4,700  121,866
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（3）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（4）セグメント情報等 

   当社グループは、農薬の製造、販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 

 

(6) 重要な後発事象 

   該当事項はありません。 
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