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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策を背景に円安・株高基調が継続し、個人消費

や輸出が持ち直すなど緩やかな回復基調となりましたが、一方で円安による原材料価格の上昇、海外経済の下振れ

による影響が懸念され、先行き不透明な状況で推移いたしました。

国内農薬業界におきましては、昨年４月の消費税増税により駆込み需要が発生したため、業界全体では前年同期

実績を下回りました。また、農業を取り巻く情勢は、高齢化、米価の下落、TPPなど厳しい問題もありますが、現

在、政府が実施している「農林水産業・地域の活力創造プラン」による農業の振興が期待されます。

このような状況のもと、当社グループは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により福島工場が被災

して４年が経過し、平成25年４月に完成した茨城工場を中心とした新たな生産体制は確立しましたが、東京電力株

式会社に対する損害賠償請求の裁判は現在も継続しております。なお、被災した当社福島工場の敷地は、環境省が

施行する中間貯蔵施設整備事業のための用地として予定されております。

また当社グループは、引き続き、果樹・野菜・花卉など園芸農家を中心に、[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、技術普及に注力した農家直結の営業方針のも

と、需要の開拓と販売推進に努めてまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は43億5千7百万円（前年同四半期比2億5千7百万円の減少、

前年同四半期比5.6％減）、営業利益は9億7百万円（前年同四半期比2億2千1百万円の減少、前年同四半期比19.6％

減）、経常利益は9億5千1百万円（前年同四半期比1億7千6百万円の減少、前年同四半期比15.6％減）、四半期純利益

は5億4千万円（前年同四半期比8千2百万円の減少、前年同四半期比13.3％減）となりました。

なお、当社グループの売上高は事業の性質上、業績に季節的変動があり、第１四半期及び第２四半期連結会計期

間の売上高が他の四半期連結会計期間と比較して多くなる傾向にあります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は230億7千2百万円（前連結会計年度比11億1千9百万円の減少、前

連結会計年度比4.6％減）となりました。これは主に売上債権が17億3千2百万円増加した一方、未払法人税等、買

掛金の支払等で現金及び預金が26億1千6百万円減少したことによるものであります。

（負債及び純資産）

当第１四半期連結会計期間末における負債は58億1千1百万円（前連結会計年度比5億8千9百万円の減少、前連結

会計年度比9.2％減）となりました。これは主に未払法人税等が1億5千3百万円、賞与引当金が5千9百万円増加する

一方、仕入債務が3億2千1百万円、未払金が3億1千3百万円、退職給付に係る負債が1億2百万円減少したことによる

ものであります。純資産は172億6千1百万円となりました。その結果、自己資本比率は62.7％、１株当たり純資産

額は1,109円81銭となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　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。
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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

　（連結の範囲の重要な変更）

　前連結会計年度において非連結子会社であったAGRO-KANESHO KOREA CO., LTD.は、重要性が増したことにより当

第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

（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

　会計方針の変更

　(退職給付に関する会計基準の適用)

　「退職給付に関する会計基準」 (企業会計基準第26号平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第25号平成24年5月17日。以下、退職給付適用

指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第

1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法

を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率については、従業員の平均残存勤務期間に近似し

た年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平

均割引率を使用する方法へ変更しております。

　当該会計基準の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連

結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

　この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が100,615千円減少し、利益剰余金が100,615千

円増加しています。なお、これに伴う当第1四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　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26年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,011,489 10,394,622

受取手形及び売掛金 4,188,429 5,920,560

商品及び製品 1,999,381 1,368,887

仕掛品 136,346 97,692

原材料及び貯蔵品 1,079,686 1,489,845

繰延税金資産 165,993 299,106

その他 213,924 249,976

貸倒引当金 △32,745 △50,776

流動資産合計 20,762,505 19,769,915

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,434,785 1,416,234

機械装置及び運搬具（純額） 239,969 225,259

土地 552,453 552,453

その他（純額） 102,815 96,227

有形固定資産合計 2,330,024 2,290,174

無形固定資産

のれん 570,020 540,000

その他 27,318 25,898

無形固定資産合計 597,338 565,898

投資その他の資産

投資有価証券 196,672 202,431

繰延税金資産 120,125 57,845

その他 271,293 272,263

貸倒引当金 △85,754 △85,754

投資その他の資産合計 502,336 446,785

固定資産合計 3,429,699 3,302,859

資産合計 24,192,204 23,072,774

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,982,460 1,661,418

1年内返済予定の長期借入金 286,800 286,800

未払法人税等 684,068 837,626

賞与引当金 41,734 101,254

その他 1,197,997 903,456

流動負債合計 4,193,060 3,790,555

固定負債

役員退職慰労引当金 488,906 480,692

長期借入金 422,600 350,900

退職給付に係る負債 491,610 389,295

その他 805,108 800,057

固定負債合計 2,208,225 2,020,945

負債合計 6,401,285 5,811,500

純資産の部

株主資本

資本金 1,809,177 1,809,177
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資本剰余金 2,119,145 2,119,145

利益剰余金 10,294,587 10,564,992

自己株式 △145,448 △145,448

株主資本合計 14,077,462 14,347,867

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 77,871 96,503

繰延ヘッジ損益 △6,038 △5,212

為替換算調整勘定 559,933 39,847

退職給付に係る調整累計額 △10,558 △10,014

その他の包括利益累計額合計 621,207 121,124

少数株主持分 3,092,248 2,792,281

純資産合計 17,790,918 17,261,273

負債純資産合計 24,192,204 23,072,774
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 4,615,055 4,357,444

売上原価 2,534,750 2,537,748

売上総利益 2,080,304 1,819,695

販売費及び一般管理費 951,123 912,230

営業利益 1,129,181 907,464

営業外収益

受取利息及び配当金 2,039 6,317

受取地代家賃 4,064 4,050

為替差益 － 27,239

その他 914 9,837

営業外収益合計 7,018 47,444

営業外費用

支払利息 4,550 3,122

為替差損 3,433 －

その他 363 74

営業外費用合計 8,347 3,197

経常利益 1,127,852 951,712

特別利益

国庫補助金 183,259 －

特別利益合計 183,259 －

特別損失

固定資産圧縮損 136,527 －

特別損失合計 136,527 －

税金等調整前四半期純利益 1,174,584 951,712

法人税、住民税及び事業税 377,870 468,056

法人税等調整額 △12,268 △108,721

法人税等合計 365,601 359,334

少数株主損益調整前四半期純利益 808,982 592,378

少数株主利益 185,699 51,796

四半期純利益 623,283 540,581
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 808,982 592,378

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,645 18,632

繰延ヘッジ損益 1,303 826

為替換算調整勘定 △168,029 △879,579

退職給付に係る調整額 － 543

その他の包括利益合計 △170,371 △859,576

四半期包括利益 638,611 △267,198

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 520,124 32,769

少数株主に係る四半期包括利益 118,487 △299,967
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（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）

　該当事項はありません。

（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。

（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。
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