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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12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 ％

26年3月期第3四半期 7,784 △2.5 65 △34.2 69 △43.2 △6 ―
25年3月期第3四半期 7,987 △0.4 98 △17.5 121 △2.0 19 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 74百万円 （8.0％） 25年3月期第3四半期 69百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 △1.07 ―
25年3月期第3四半期 3.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 9,716 5,482 55.2
25年3月期 9,054 5,441 59.0
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 5,363百万円 25年3月期 5,342百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 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 11,600 2.3 330 9.3 340 5.9 150 8.7 23.08



(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 ： 有 

(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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。  
 

※ 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
②①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） 26年3月期3Q 6,691,300 株 25年3月期 6,691,300 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 193,552 株 25年3月期 191,347 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 6,498,785 株 25年3月期3Q 6,560,531 株
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経営成績の分析  
 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、各種経済政策などを背景に円安、株高が進行し、
緩やかな景気回復の兆しが見られたものの、消費増税や海外経済の低迷などが懸念され、景気の先行き
は依然として不透明な状況で推移しました。 
 このような経済情勢のもと、当社グループは、地域に密着した積極的な営業活動を推進し、新剤及び
主力商品の拡販並びに新たな販路の開拓に取り組んでまいりました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は７７億８千４百万円（前年同期比２．５％減）とな
りました。 利益面につきましては、営業利益は６千５百万円（前年同期比３４．２％減）、経常利益
は６千９百万円（前年同期比４３．２％減）、四半期純損失は６百万円（前年同期は四半期純利益１千
９百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の概況については、以下のとおりであります。  
〔緑化関連薬剤・資材事業〕  
 ゴルフ場業界の厳しい事業環境のなか、子会社との連携を一層強化し、ゴルフ場向けを中心に前期後
半に上市した新剤や主力商品の拡販並びに肥料等の拡販に努めました。 
 この結果、当事業の売上高は５８億８千６百万円（前年同期比１．０％増）、営業利益は２億９千９
百万円（前年同期比１．９％減）となりました。  

  

〔産業用薬品事業〕  
 紙の国内需要が低迷するなか、異物除去剤、スライムコントロール剤及び防腐剤は比較的堅調に推移
し、剥離コーティング剤もほぼ前年並みで推移しました。    
 この結果、当事業の売上高は１２億７千８百万円（前年同期比４．０％増）、営業利益は７千２百万
円（前年同期比２．１％減）となりました。 

  

〔土木緑化工事事業〕  
 公共工事は依然として厳しい事業環境のなか、環境・防災関連工事や災害復旧工事を含めたゴルフ場
関連工事の受注活動に努めました。    
 この結果、当事業の売上高は２億８千２百万円（前年同期比４８．７％減）、営業損失は６千１百万
円（前年同期は営業損失６千３百万円）となりました。  

  

〔その他〕  
 その他は、保険代理業・リース業及び食品添加物の販売などで、当事業の売上高は３億３千８百万円
（前年同期比１１．３％減）、営業利益は４千４百万円（前年同期比１９．２％減）となりました。 

  

 （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９７億１千６百万円で、前連結会計年度末に比べ６億６千１
百万円の増加となりました。  
  これは、流動資産が５億７千８百万円の増加、固定資産が８千３百万円の増加によるものです。  
  負債は４２億３千３百万円で、前連結会計年度末に比べ６億２千万円の増加となりました。  
 これは、流動負債が５億５千８百万円の増加、固定負債が６千２百万円の増加によるものです。  
 純資産は５４億８千２百万円で、前連結会計年度末に比べ４千１百万円の増加となりました。  
 この結果、自己資本比率は５５．２％となりました。  

  

平成26年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月15日に発表しました業績予想に

変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算  
 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し
ております。  
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 698,450 1,739,866

受取手形及び売掛金 3,113,441 1,868,264

リース投資資産 175,537 179,601

商品及び製品 1,775,321 2,104,285

仕掛品 28,639 34,942

原材料及び貯蔵品 301,691 409,004

未成工事支出金 23,102 297,288

その他 168,583 225,593

貸倒引当金 △13,467 △9,002

流動資産合計 6,271,301 6,849,844

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,141,922 1,141,922

その他（純額） 382,454 346,781

有形固定資産合計 1,524,376 1,488,703

無形固定資産   

のれん 92,514 113,576

その他 9,821 8,470

無形固定資産合計 102,336 122,046

投資その他の資産   

投資有価証券 392,805 501,677

リース投資資産 262,729 296,384

ゴルフ会員権 244,095 240,220

その他 441,103 401,807

貸倒引当金 △184,228 △184,183

投資その他の資産合計 1,156,505 1,255,906

固定資産合計 2,783,218 2,866,656

資産合計 9,054,520 9,716,500
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,914,764 2,498,145

リース債務 188,358 183,322

未払法人税等 102,716 28,796

賞与引当金 141,145 55,282

その他 357,079 497,156

流動負債合計 2,704,064 3,262,703

固定負債   

リース債務 262,525 302,418

退職給付引当金 461,079 477,509

役員退職慰労引当金 124,432 123,270

その他 60,832 67,866

固定負債合計 908,870 971,065

負債合計 3,612,935 4,233,768

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,102,428 1,102,428

資本剰余金 1,328,851 1,328,851

利益剰余金 2,838,627 2,799,178

自己株式 △48,582 △49,215

株主資本合計 5,221,325 5,181,243

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 121,281 181,977

その他の包括利益累計額合計 121,281 181,977

少数株主持分 98,978 119,511

純資産合計 5,441,584 5,482,732

負債純資産合計 9,054,520 9,716,500
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 7,987,953 7,784,995

売上原価 5,891,335 5,728,403

売上総利益 2,096,617 2,056,591

販売費及び一般管理費 1,997,816 1,991,533

営業利益 98,801 65,058

営業外収益   

受取利息 167 140

受取配当金 1,975 2,079

持分法による投資利益 8,857 －

受取賃貸料 4,842 6,492

貸倒引当金戻入額 1,254 4,362

雑収入 11,668 4,024

営業外収益合計 28,766 17,098

営業外費用   

支払利息 245 292

持分法による投資損失 － 7,668

為替差損 3,117 4,940

雑損失 2,415 100

営業外費用合計 5,779 13,001

経常利益 121,789 69,156

特別利益   

固定資産売却益 － 21

受取保険金 200 －

特別利益合計 200 21

特別損失   

固定資産廃棄損 82 186

ゴルフ会員権評価損 1,870 2,100

特別損失合計 1,952 2,286

税金等調整前四半期純利益 120,037 66,891

法人税等 89,472 64,146

少数株主損益調整前四半期純利益 30,564 2,745

少数株主利益 10,874 9,694

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,690 △6,949
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 30,564 2,745

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 38,441 71,794

その他の包括利益合計 38,441 71,794

四半期包括利益 69,006 74,540

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 54,988 53,747

少数株主に係る四半期包括利益 14,017 20,792
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業・リース業及び食品添加

物の販売を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△272,620千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業・リース業及び食品添加

物の販売を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△290,320千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

 

緑化関連 
薬剤・ 
資材事業 
(千円)

産業用薬品
事業 
(千円)

土木緑化 
工事事業 
(千円)

その他 
(千円) 
(注)１

調整額 
(千円) 
(注)２

四半期連
結損益計
算書 
(千円) 
(注)３

  売上高            

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

5,826,577 1,229,233 550,458 381,684 ─ 7,987,953

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

52,814 ─ 1,200 22,409 △76,424 ─

計 5,879,391 1,229,233 551,658 404,094 △76,424 7,987,953

  セグメント利益又は 
  損失(△)

305,599 74,492 △63,684 55,014 △272,620 98,801
 

 

緑化関連 
薬剤・ 
資材事業 
(千円)

産業用薬品
事業 
(千円)

土木緑化 
工事事業 
(千円)

その他 
(千円) 
(注)１

調整額 
(千円) 
(注)２

四半期連
結損益計
算書 
(千円) 
(注)３

  売上高            

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

5,886,220 1,278,078 282,324 338,372 ― 7,784,995

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

14,278 ― 3,323 17,840 △35,441 ―

計 5,900,499 1,278,078 285,647 356,212 △35,441 7,784,995

  セグメント利益又は 
  損失(△)

299,728 72,892 △61,693 44,452 △290,320 65,058
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