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(百万円未満切捨て)

１．平成30年10月期第２四半期の連結業績（平成29年11月１日～平成30年４月30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 ％

30年10月期第２四半期 5,947 ― 178 ― 197 ― 191 ―

29年10月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―
(注) 包括利益 30年10月期第２四半期 82百万円( ―％) 29年10月期第２四半期 ―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

30年10月期第２四半期 29.52 ―

29年10月期第２四半期 ― ―
　

(注)当社及び全ての連結子会社は、平成29年10月期より決算期（事業年度の末日）を10月31日に変更いたしました。
そのため、平成29年10月期は、決算期の変更により平成29年４月１日から平成29年10月31日までの７ヶ月間となって
おり、第２四半期累計期間につきましては、四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、対前年同四半期
増減率及び前年同四半期の金額については記載しておりません。

　

（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 ％

30年10月期第２四半期 11,014 6,539 57.7

29年10月期 10,649 6,491 59.2
(参考) 自己資本 30年10月期第２四半期 6,352百万円 29年10月期 6,306百万円
　

　

　

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

29年10月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

30年10月期 ― 0.00

30年10月期(予想) ― 5.00 5.00

(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30年10月期の連結業績予想（平成29年11月１日～平成30年10月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 11,900 ― 390 ― 400 ― 280 ― 43.13
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

(注) 平成29年10月期は、決算期の変更により平成29年４月１日から平成29年10月31日までの７ヶ月間となっておりま
す。このため、対前期増減率については記載しておりません。
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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 ： 有
　

　

（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 ： 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
　

　

（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) 30年10月期２Ｑ 6,691,300株 29年10月期 6,691,300株

② 期末自己株式数 30年10月期２Ｑ 199,680株 29年10月期 199,260株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年10月期２Ｑ 6,491,620株 29年10月期２Ｑ ―
　

(注) 平成29年10月期は、決算期の変更により平成29年４月１日から平成29年10月31日までの７ヶ月間となっており
おり、第２四半期累計期間につきましては、四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年同四半期の
期中平均株式数（四半期累計）については記載しておりません。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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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

当社及び全ての連結子会社は、前期において決算日を３月３１日から１０月３１日に変更したことにより、前連

結会計年度は平成29年４月１日から平成29年10月31日までの７ヶ月間の決算となっております。それに伴い平成29

年10月期の第２四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期比

及び金額については記載しておりません。

　

経営成績の分析

　当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用や所得環境の改善が続くなか、各種経済政策などを背景

として緩やかな景気回復基調が続いておりましたが、海外経済の不確定さが懸念されるなど、先行きは不透明な状

況で推移しました。

　当社は、クミアイ化学グループの経営基本方針である「合併によるシナジー効果を早期に発現し、農業生産の課

題を解決する研究開発型企業を中核とした“将来に亘って持続的に発展できる強い企業集団”を目指す」に則り、

各事業に取り組んでまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は５９億４千７百万円となりました。 利益面につきましては、営

業利益は１億７千８百万円、経常利益は１億９千７百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億９千１百万

円となりました。

当第２四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〕

　第２四半期は、春先の天候に恵まれたことにより薬剤の散布が進み、主要剤の販売が前倒しして推移しました。

その他、鉄道・高速道路等での販売も順調に推移しました。

　この結果、当事業の売上高は３８億９千２百万円、営業利益は２億３千６百万円となりました。

〔産業用薬品事業〕

　異物除去剤、パルプ剤及び紙力剤の販売は低調に推移しましたが、主力商品である剥離・コーティング剤及びス

ラコン・防腐剤の販売は順調に推移しました。

　この結果、当事業の売上高は９億９百万円、営業利益は７千４百万円となりました。

〔土木緑化工事事業〕

　公共工事関係は、工事の完成が３～４月に集中することにより、売上は順調に推移しました。

　この結果、当事業の売上高は９億３千９百万円、営業利益は４千４百万円となりました。

〔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２億５百万円、営業利益は３

千４百万円となりました。

　

（２）財政状態に関する説明
（資産、負債及び純資産の状況）

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は１１０億１千４百万円で、前連結会計年度末に比べ３億６千５百円の増

加となりました。

これは、流動資産が２億８千６百万円の増加、固定資産が７千８百万円の増加によるものです。

負債は４４億７千４百万円で、前連結会計年度末に比べ３億１千６百万円の増加となりました。

　これは、流動負債が４億４千４百万円の増加、固定負債が１億２千７百万円の減少によるものです。

　純資産は６５億３千９百万円で、前連結会計年度末に比べ４千８百万円の増加となりました。

　この結果、自己資本比率は５７．７％となりました。

（キャッシュ・フローの状況)

　当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から４億７千６百万円増加し、

２９億９千６百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、４億３百万円の増加となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、２億２千９百万円の増加となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、１億５千６百万円の減少となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年10月期の通期の連結業績予想につきましては、平成30年６月１日に発表しました業績予想に変更はあり

ません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,521,064 2,997,086

受取手形及び売掛金 2,698,183 3,283,475

リース投資資産 171,187 160,457

親会社株式 398,143 -

商品及び製品 1,325,263 1,499,870

仕掛品 38,298 39,193

原材料及び貯蔵品 311,505 101,139

未成工事支出金 275,484 73,699

その他 299,020 170,092

貸倒引当金 △44,278 △44,600

流動資産合計 7,993,872 8,280,414

固定資産

有形固定資産

土地 1,236,998 1,236,998

その他（純額） 414,405 453,265

有形固定資産合計 1,651,403 1,690,263

無形固定資産

のれん 55,668 47,842

その他 9,668 69,710

無形固定資産合計 65,336 117,552

投資その他の資産

投資有価証券 195,521 188,978

リース投資資産 253,676 224,387

ゴルフ会員権 223,365 219,027

その他 438,183 472,440

貸倒引当金 △171,881 △178,355

投資その他の資産合計 938,865 926,479

固定資産合計 2,655,605 2,734,295

資産合計 10,649,478 11,014,710
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,982,713 2,541,189

1年内返済予定の長期借入金 194,430 166,656

リース債務 164,416 159,678

未払法人税等 97,666 76,461

賞与引当金 179,944 176,334

その他 481,641 424,994

流動負債合計 3,100,813 3,545,314

固定負債

長期借入金 111,136 27,808

リース債務 231,430 227,022

役員退職慰労引当金 152,463 99,415

退職給付に係る負債 496,500 512,179

その他 65,776 63,216

固定負債合計 1,057,306 929,641

負債合計 4,158,120 4,474,955

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 3,771,359 3,930,512

自己株式 △51,120 △51,276

株主資本合計 6,151,517 6,310,516

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 155,339 41,609

その他の包括利益累計額合計 155,339 41,609

非支配株主持分 184,501 187,628

純資産合計 6,491,358 6,539,754

負債純資産合計 10,649,478 11,014,710
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年４月30日)

売上高 5,947,298

売上原価 4,433,902

売上総利益 1,513,395

販売費及び一般管理費 1,334,898

営業利益 178,496

営業外収益

受取利息 488

受取配当金 8,274

受取賃貸料 4,459

雑収入 5,984

営業外収益合計 19,207

営業外費用

支払利息 562

雑損失 128

営業外費用合計 690

経常利益 197,013

特別利益

親会社株式売却益 129,083

保険解約返戻金 4,886

受取保険金 366

特別利益合計 134,337

特別損失

固定資産廃棄損 0

ゴルフ会員権評価損 4,020

ゴルフ会員権売却損 1,240

特別損失合計 5,260

税金等調整前四半期純利益 326,091

法人税等 111,793

四半期純利益 214,297

非支配株主に帰属する四半期純利益 22,683

親会社株主に帰属する四半期純利益 191,614
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年４月30日)

四半期純利益 214,297

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △132,245

その他の包括利益合計 △132,245

四半期包括利益 82,051

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 77,884

非支配株主に係る四半期包括利益 4,166
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 326,091

減価償却費 35,984

のれん償却額 7,825

引当金の増減額（△は減少） △49,862

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 15,678

受取利息及び受取配当金 △8,762

支払利息 562

親会社株式売却損益（△は益） △129,083

保険解約返戻金 △4,886

売上債権の増減額（△は増加） △681,463

たな卸資産の増減額（△は増加） 236,647

仕入債務の増減額（△は減少） 558,475

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,701

その他 196,507

小計 537,415

利息及び配当金の受取額 8,762

利息の支払額 △562

法人税等の支払額 △142,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 403,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △30,600

有形固定資産の取得による支出 △28,839

投資有価証券の取得による支出 △175

親会社株式の売却による収入 339,714

無形固定資産の取得による支出 △62,300

その他 11,356

投資活動によるキャッシュ・フロー 229,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △12,987

長期借入金の返済による支出 △111,102

配当金の支払額 △32,185

自己株式の取得による支出 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 476,021

現金及び現金同等物の期首残高 2,520,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,996,086
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四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。

（セグメント情報等）

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年11月１日 至 平成30年４月30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

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

3,892,589 909,967 939,557 205,183 ― 5,947,298

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

6,957 ― ― 10,810 △17,768 ―

計 3,899,546 909,967 939,557 215,994 △17,768 5,947,298

　 セグメント利益 236,218 74,833 44,051 34,890 △211,497 178,496

(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

物の販売等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△211,497千円は、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。

決算短信（宝印刷） 2018年06月08日 15時15分 8ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）


