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(百万円未満切捨て)
１．平成28年12月期第１四半期の連結業績（平成28年１月１日～平成28年３月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年12月期第１四半期 4,858 11.5 1,110 22.4 1,093 14.9 676 25.2

27年12月期第１四半期 4,357 △5.6 907 △19.6 951 △15.6 540 △13.3
(注) 包括利益 28年12月期第１四半期 502百万円( －％) 27年12月期第１四半期 △267百万円( －％)
　

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

28年12月期第１四半期 52.29 －

27年12月期第１四半期 41.46 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年12月期第１四半期 24,130 18,364 63.5

27年12月期 25,699 18,526 60.2
(参考) 自己資本 28年12月期第１四半期 15,317百万円 27年12月期 15,466百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

27年12月期 － 0.00 － 22.00 22.00

28年12月期 －

28年12月期(予想) 10.00 － 12.00 22.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

　

３．平成28年12月期の連結業績予想（平成28年１月１日～平成28年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 8,716 7.7 1,381 △17.8 1,392 △21.6 713 △26.3 55.73

通期 15,133 3.7 1,786 △26.2 1,836 △30.5 923 △36.5 72.15
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 社（社名） 、除外 社（社名）
　

　

（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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年12月期１Ｑ 13,404,862株 27年12月期 13,404,862株

② 期末自己株式数 28年12月期１Ｑ 768,586株 27年12月期 367,586株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年12月期１Ｑ 12,940,331株 27年12月期１Ｑ 13,037,396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きの対象外であり、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。
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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、円安を背景とした企業収益の改善により、景気の緩やかな回

復基調が続いたものの、海外経済の不透明感が増したことに伴い、平成28年１月以降のリスク回避的な円買いの動

きが強まったことによる円高の進行や、中国を始めとするアジア新興国や資源国等の景気が下振れし、わが国の景

気が下押しされるリスクが懸念される等、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、外資系化学メーカーの合併・統合、国内農薬卸商の統廃合・倒産・世代交代、大

筋合意したTPPの農業への影響など目が離せない状態がつづいております。

このような状況のもと、当社グループは、当第１四半期におきましては土壌消毒剤と輸出を中心に、前年同期を

上回る実績で推移いたしました。

また当社グループは、従来からの果樹園芸分野での技術普及販売活動に加え、土壌消毒剤の普及販売を行う主要

農薬メーカーとして、営業・技術普及担当者が土壌医取得をめざし、また同時に開設３年目を迎えた土壌分析室の

充実をはかり、農家へ適格な情報提供ができるよう、日々活動しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は48億5千8百万円（前年同四半期比5億円の増加、前年同

四半期比11.5％増）、営業利益は11億1千万円（前年同四半期比2億3百万円の増加、前年同四半期比22.4％増）、経

常利益は10億9千3百万円（前年同四半期比1億4千2百万円の増加、前年同四半期比14.9％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は6億7千6百万円（前年同四半期比1億3千6百万円の増加、前年同四半期比25.2％増）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241億3千万円（前連結会計年度比15億6千8百万円の減少、前連結

会計年度比6.1％減）となりました。これは主に売上債権が21億1千1百万円増加した一方、未払法人税等、買掛金

の支払等で現金及び預金が26億4千3百万円、未収入金等の減少で流動資産その他が9億3千5百万円減少したことに

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57億6千6百万円（前連結会計年度比14億6百万円の減少、前連結会

計年度比19.6％減）となりました。これは主に未払金等の減少で流動負債その他が12億4千9百万円減少したことに

よるものであります。純資産は183億6千4百万円となりました。その結果、自己資本比率は63.5％、１株当たり純

資産額は1,212円17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

　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

　 (会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準J (企業会計基準第21号平成25年9月13日) 、「連結財務諸表に関する会計基

準J (企業会計基準第22号平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準J (企業会計基準第7号平

成25年9月13日) 等を当第1四半期連結会計期聞から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から

非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

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27年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,446,120 10,802,642

受取手形及び売掛金 4,378,990 6,490,266

商品及び製品 1,923,761 1,358,133

仕掛品 241,429 124,290

原材料及び貯蔵品 1,162,188 1,538,505

繰延税金資産 162,986 258,781

その他 1,310,049 374,342

貸倒引当金 △25,999 △35,589

流動資産合計 22,599,528 20,911,373

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,368,720 1,352,268

機械装置及び運搬具（純額） 182,987 168,464

土地 552,453 552,453

その他（純額） 81,221 89,765

有形固定資産合計 2,185,382 2,162,953

無形固定資産

のれん 450,000 420,000

その他 38,021 37,189

無形固定資産合計 488,021 457,189

投資その他の資産

投資有価証券 185,905 158,547

長期預金 － 223,360

繰延税金資産 52,622 39,628

その他 273,637 204,694

貸倒引当金 △85,754 △26,800

投資その他の資産合計 426,411 599,430

固定資産合計 3,099,815 3,219,572

資産合計 25,699,343 24,130,946

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,149,769 1,953,014

1年内返済予定の長期借入金 286,800 286,800

未払法人税等 802,011 854,958

賞与引当金 41,439 105,377

その他 2,137,235 887,439

流動負債合計 5,417,257 4,087,591

固定負債

役員退職慰労引当金 499,482 510,322

長期借入金 135,800 64,100

退職給付に係る負債 317,745 316,475

その他 802,358 787,661

固定負債合計 1,755,386 1,678,559

負債合計 7,172,643 5,766,150

純資産の部

株主資本
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資本金 1,809,177 1,809,177

資本剰余金 2,119,145 2,119,145

利益剰余金 11,477,546 11,867,376

自己株式 △145,557 △523,299

株主資本合計 15,260,312 15,272,400

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 84,250 67,209

繰延ヘッジ損益 △2,403 △1,851

為替換算調整勘定 83,109 △63,662

退職給付に係る調整累計額 41,063 43,177

その他の包括利益累計額合計 206,019 44,873

非支配株主持分 3,060,369 3,047,522

純資産合計 18,526,700 18,364,796

負債純資産合計 25,699,343 24,130,946
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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27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 4,357,444 4,858,030

売上原価 2,537,748 2,721,722

売上総利益 1,819,695 2,136,308

販売費及び一般管理費 912,230 1,025,451

営業利益 907,464 1,110,856

営業外収益

受取利息及び配当金 6,317 5,070

受取地代家賃 4,050 3,981

為替差益 27,239 －

その他 9,837 2,541

営業外収益合計 47,444 11,593

営業外費用

支払利息 3,122 1,925

為替差損 － 26,294

その他 74 338

営業外費用合計 3,197 28,558

経常利益 951,712 1,093,892

税金等調整前四半期純利益 951,712 1,093,892

法人税、住民税及び事業税 468,056 407,511

法人税等調整額 △108,721 △73,815

法人税等合計 359,334 333,696

四半期純利益 592,378 760,196

非支配株主に帰属する四半期純利益 51,796 83,548

親会社株主に帰属する四半期純利益 540,581 676,647
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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27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

四半期純利益 592,378 760,196

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18,632 △17,040

繰延ヘッジ損益 826 551

為替換算調整勘定 △879,579 △243,166

退職給付に係る調整額 543 2,114

その他の包括利益合計 △859,576 △257,541

四半期包括利益 △267,198 502,655

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 32,769 515,502

非支配株主に係る四半期包括利益 △299,967 △12,847
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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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