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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績や雇用環境の改善により緩やかな回復基調が続い

ているものの、相次いでいる自然災害や、米国の通商政策の動向が世界経済に与える影響等により、依然、不透明

な状況となっております。 

 このような状況の中で、国内売上高は、2,108百万円と前年同期（2,027百万円）に比べ80百万円（4.0％）の増

収となりました。これは、機能性中間物は大幅に減少しましたが、医薬中間物が大幅に増加したこと及び農薬中間

物が増加したためです。 

 一方、輸出売上高は、268百万円と前年同期（84百万円）に比べ183百万円（217.2％）の大幅な増収となりまし

た。これは、医薬中間物が大幅に増加したためです。 

 この結果、総売上高は2,376百万円となり、前年同期（2,111百万円）に比べ264百万円（12.5％）の増収となり

ました。また、輸出比率は11.3％（前年同期4.0％）となりました。 

 利益につきましては、原料価格の高騰等はあったものの、総売上高の増収等により、営業利益は41百万円（前年

同期営業損失 35百万円）となりました。営業外収益では、受取配当金18百万円等の計上もあり、経常利益は51百

万円（前年同期経常損失 34百万円）、四半期純利益は37百万円（前年同期四半期純損失 45百万円）となりまし

た。 

 

（２）財政状態に関する説明 

①（資産、負債及び純資産の状況）

 当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ377百万円増加の10,033百万円となりました。これは

主に、受取手形及び売掛金は246百万円減少しましたが、投資有価証券が時価の変動により311百万円、原料及び貯

蔵品が147百万円、現金及び預金が116百万円増加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115百万円増加の4,236百万円となりました。これは主に、借入金が56

百万円、支払手形及び買掛金が54百万円増加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261百万円増加の5,796百万円となり、自己資本比率は57.8％（前事業年度末

57.3％）となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が199百万円増加しましたが、

売上債権が247百万円減少したこと及び減価償却費が182百万円となったことなどにより、310百万円の収入（前年

同期 545百万円の収入）となりました。

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出244百万円などにより、242百万円の支出

（前年同期 245百万円の支出）となりました。

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が56百万円増加したことなどにより、40百万円の収入（前年同期 

362百万円の支出）となりました。

 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は432百万円となり、前事業年度末に比べて116百万円増加しまし

た。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 今後の業績につきましては、当第２四半期累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成30年５月９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「特

別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成30年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成30年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 315,958 432,634 

受取手形及び売掛金 1,905,780 1,659,266 

商品及び製品 1,310,160 1,363,416 

仕掛品 256,293 255,032 

原材料及び貯蔵品 319,056 466,479 

その他 30,172 16,038 

貸倒引当金 △5,735 △4,989 

流動資産合計 4,131,685 4,187,878 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 675,943 674,236 

機械及び装置（純額） 902,518 940,132 

土地 1,328,624 1,328,624 

その他（純額） 665,380 641,281 

有形固定資産合計 3,572,466 3,584,274 

無形固定資産 5,817 5,817 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,853,455 2,165,089 

関係会社株式 3,819 3,819 

その他 103,131 100,636 

貸倒引当金 △14,179 △14,177 

投資その他の資産合計 1,946,226 2,255,368 

固定資産合計 5,524,511 5,845,460 

資産合計 9,656,196 10,033,339 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 672,796 727,567 

短期借入金 1,250,000 1,100,000 

1年内返済予定の長期借入金 360,220 379,960 

未払法人税等 16,706 19,992 

賞与引当金 57,968 58,575 

その他 521,922 474,518 

流動負債合計 2,879,613 2,760,613 

固定負債    

長期借入金 360,740 547,640 

退職給付引当金 409,822 387,755 

その他 471,070 540,500 

固定負債合計 1,241,633 1,475,896 

負債合計 4,121,246 4,236,509 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成30年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成30年９月30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 253,239 290,307 

自己株式 △5,177 △5,187 

株主資本合計 4,774,605 4,811,662 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 760,345 985,566 

繰延ヘッジ損益 － △399 

評価・換算差額等合計 760,345 985,166 

純資産合計 5,534,950 5,796,829 

負債純資産合計 9,656,196 10,033,339 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

売上高 2,111,842 2,376,269 

売上原価 1,789,707 1,964,566 

売上総利益 322,134 411,703 

販売費及び一般管理費    

発送運賃 7,090 14,686 

従業員給料及び手当 143,736 137,053 

賞与引当金繰入額 17,326 18,826 

退職給付費用 9,101 9,057 

その他 180,214 190,429 

販売費及び一般管理費合計 357,468 370,053 

営業利益又は営業損失（△） △35,333 41,649 

営業外収益    

受取利息 147 62 

受取配当金 16,077 18,596 

為替差益 3,616 9,495 

その他 2,404 3,872 

営業外収益合計 22,245 32,026 

営業外費用    

支払利息 6,600 5,398 

休止固定資産維持費用 9,144 8,587 

その他 5,894 7,912 

営業外費用合計 21,639 21,898 

経常利益又は経常損失（△） △34,728 51,777 

特別損失    

固定資産除却損 6,961 7,652 

特別損失合計 6,961 7,652 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △41,689 44,125 

法人税、住民税及び事業税 3,591 7,502 

法人税等調整額 △246 △445 

法人税等合計 3,345 7,057 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,034 37,067 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失

（△） 
△41,689 44,125 

減価償却費 174,147 182,005 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,503 △747 

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,192 607 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,513 △22,066 

受取利息及び受取配当金 △16,224 △18,658 

支払利息 6,600 5,398 

為替差損益（△は益） △4 △9,495 

固定資産除却損 6,961 7,652 

売上債権の増減額（△は増加） 505,321 247,993 

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,226 △199,418 

仕入債務の増減額（△は減少） △35,022 54,563 

その他 △83,634 2,428 

小計 555,472 294,387 

利息及び配当金の受取額 16,203 18,642 

利息の支払額 △6,036 △5,612 

法人税等の還付額 － 9,263 

法人税等の支払額 △20,575 △6,571 

営業活動によるキャッシュ・フロー 545,064 310,109 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △248,487 △244,653 

その他 3,325 2,035 

投資活動によるキャッシュ・フロー △245,161 △242,617 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 △150,000 

長期借入れによる収入 － 400,000 

長期借入金の返済による支出 △246,400 △193,360 

リース債務の返済による支出 △15,669 △15,669 

配当金の支払額 △4 － 

その他 △11 △10 

財務活動によるキャッシュ・フロー △362,085 40,960 

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 8,224 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62,177 116,676 

現金及び現金同等物の期首残高 406,099 315,958 

現金及び現金同等物の四半期末残高 343,921 432,634 
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（４）四半期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。

 

３．補足情報

（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２四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。

 
前第２四半期累計期間
（自 平成29年４月１日

     至 平成29年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成30年４月１日

     至 平成30年９月30日）

区 分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

医薬中間物 326,207 14.8 361,674 15.2 

農薬中間物 1,371,538 62.0 1,445,176 60.9 

機能性中間物 282,673 12.8 293,283 12.4

界面活性剤 164,728 7.4 220,407 9.3

その他 65,705 3.0 51,864 2.2

合 計 2,210,852 100.0 2,372,406 100.0

 

 ② 販売実績

当第２四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。

 
前第２四半期累計期間
（自 平成29年４月１日

     至 平成29年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成30年４月１日

     至 平成30年９月30日）

区 分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

医薬中間物 246,132 11.7 495,246 20.8

農薬中間物 1,195,896 56.6 1,297,136 54.6

機能性中間物 413,070 19.6 277,823 11.7

界面活性剤 167,557 7.9 220,694 9.3 

その他 89,184 4.2 85,369 3.6

合 計 2,111,842 100.0 2,376,269 100.0
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