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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 3,090 10.3 △201 ― △183 ― △217 ―

24年3月期第3四半期 2,803 △37.9 △486 ― △541 ― △646 ―

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3四半期 △15.86 ―

24年3月期第3四半期 △47.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 9,802 4,282 43.7
24年3月期 10,477 4,487 42.8

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,282百万円 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 6,400 12.5 150 ― 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3Q 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3Q 27,972 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3Q 13,702,092 株 24年3月期3Q 13,702,164 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］ Ｐ２ 「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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に、緩やかな回復基調がみら

れましたが、欧州債務問題や中国を始めとする新興国景気の成長減速、更には長引くデフレや円高の定着、原発

政策の見直しによる電力供給懸念等、企業を取り巻く環境は依然厳しく、先行き不透明な状況が続きました。 

このような状況の中で、国内売上高は1,468百万円となり、前年同期（1,937百万円）に比べ469百万円

（24.2％）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

ーにおける在庫調整や使用遅れにより減少したためです。 

一方、輸出売上高は1,622百万円となり、前年同期（865百万円）に比べ756百万円（87.5％）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3,090百万円となり、前年同期（2,803百万円）に比べ287百万円（10.3％）の増収とな

りました。また、輸出比率は52.5％(前年同期30.9％)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、売上の低迷、期初における稼働率の低下及び原燃料価格

の高騰等の影響により、営業損失は201百万円（前年同期 営業損失486百万円）となりました。営業外損益では

11月中旬以降に為替が円安になったことで為替差益42百万円を計上したこともあり、経常損失は183百万円（前年

同期 経常損失541百万円）となりました。 

また、特別損失として関係会社株式評価損16百万円を計上したこと等により、四半期純損失は217百万円（前

年同期 四半期純損失646百万円）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３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ675百万円減少の9,802百万円となりました。これは主

に、商品及び製品が1,132百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が1,687百万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471百万円減少の5,519百万円となりました。これは主に、借入金が

523百万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204百万円減少の4,282百万円となり、自己資本比率は43.7％（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 

 今後の業績につきましては、 当第３四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11月２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３四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３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 695,075 558,107

受取手形及び売掛金 2,683,497 995,822

商品及び製品 2,074,403 3,207,199

仕掛品 73,786 103,120

原材料及び貯蔵品 173,397 365,100

その他 62,206 78,112

貸倒引当金 △8,094 △2,996

流動資産合計 5,754,271 5,304,465

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 984,924 933,699

機械及び装置（純額） 1,177,472 1,031,737

土地 1,328,624 1,328,624

その他（純額） 465,104 430,213

有形固定資産合計 3,956,126 3,724,274

無形固定資産 5,817 5,817

投資その他の資産   

投資有価証券 666,321 693,800

関係会社株式 20,000 3,819

その他 89,622 84,351

貸倒引当金 △14,178 △14,177

投資その他の資産合計 761,765 767,794

固定資産合計 4,723,709 4,497,886

資産合計 10,477,980 9,802,352

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 818,266 962,484

短期借入金 1,350,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 927,896 866,696

未払法人税等 9,767 7,382

賞与引当金 66,034 15,900

その他 452,325 373,430

流動負債合計 3,624,289 3,275,893

固定負債   

長期借入金 1,997,446 1,835,049

退職給付引当金 176,207 231,104

その他 192,926 177,432

固定負債合計 2,366,579 2,243,586

負債合計 5,990,869 5,519,479
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31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 △273,224

自己株式 △4,445 △4,454

株主資本合計 4,466,181 4,248,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,929 34,008

評価・換算差額等合計 20,929 34,008

純資産合計 4,487,111 4,282,872

負債純資産合計 10,477,980 9,802,352
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,803,024 3,090,543

売上原価 2,652,006 2,696,056

売上総利益 151,017 394,487

販売費及び一般管理費   

発送運賃 25,391 39,258

従業員給料及び手当 256,550 237,347

賞与引当金繰入額 6,894 5,205

退職給付費用 33,461 47,392

その他 315,658 266,906

販売費及び一般管理費合計 637,955 596,111

営業損失（△） △486,937 △201,624

営業外収益   

受取利息 66 84

受取配当金 17,550 17,203

為替差益 － 42,606

補助金収入 5,656 7,328

その他 4,789 8,482

営業外収益合計 28,062 75,704

営業外費用   

支払利息 36,181 33,817

為替差損 24,681 －

その他 21,810 23,505

営業外費用合計 82,674 57,322

経常損失（△） △541,549 △183,242

特別損失   

固定資産除却損 13,017 13,418

関係会社株式評価損 － 16,180

退職給付制度改定損 91,265 －

特別損失合計 104,283 29,599

税引前四半期純損失（△） △645,833 △212,841

法人税、住民税及び事業税 5,547 5,547

法人税等調整額 △5,240 △1,080

法人税等合計 307 4,467

四半期純損失（△） △646,140 △217,308
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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３四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３四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３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）  

当第３四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）  

区 分 金額（千円）   構成比（％） 金額（千円）   構成比（％） 

 医薬中間物 183,851 4.3  852,894 19.6

 農薬中間物 3,210,209 75.5  2,985,216 68.5

 機能性中間物 460,797 10.8  186,872 4.3

 界面活性剤 346,324 8.2  273,523 6.3

 その他 51,452 1.2  56,449 1.3

 合 計 4,252,635 100.0  4,354,957 100.0

  

前第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日） 

区 分 金額（千円）   構成比（％） 金額（千円）   構成比（％） 

 医薬中間物 391,731 14.0  730,215 23.6

 農薬中間物 1,457,230 52.0  1,637,890 53.0

 機能性中間物 496,803 17.7  296,665 9.6

 界面活性剤 335,113 12.0  319,718 10.4

 その他 122,145 4.3  106,053 3.4

 合 計 2,803,024 100.0  3,090,543 100.0
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