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(百万円未満切捨て)

１．2019年10月期第３四半期の連結業績（2018年11月１日～2019年７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 ％

2019年10月期第３四半期 8,470 0.1 161 △20.4 185 △18.4 38 △83.2

2018年10月期第３四半期 8,459 ― 203 ― 227 ― 230 ―

(注) 包括利益 2019年10月期第３四半期 36百万円(△68.9％) 2018年10月期第３四半期 116百万円( ―％)

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

2019年10月期第３四半期 5.95 ―

2018年10月期第３四半期 35.48 ―

（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 ％ 

2019年10月期第３四半期 10,501 6,785 62.7 

2018年10月期 11,127 6,782 59.2 

(参考) 自己資本 2019年10月期第３四半期 6,583百万円 2018年10月期 6,587百万円 

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 

2018年10月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 

2019年10月期 ― 0.00 ―

(注)2019年８月29日付で当社の普通株式が上場廃止となったことを踏まえ、配当予想及び業績予想は行っておりませ
ん。 



※ 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) 2019年10月期３Ｑ 6,691,300株 2018年10月期 6,691,300株

② 期末自己株式数 2019年10月期３Ｑ 199,681株 2018年10月期 199,681株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年10月期３Ｑ 6,491,619株 2018年10月期３Ｑ 6,491,620株

※ 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

※ その他特記事項
当社は、2019年６月７日開催の取締役会において、クミアイ化学工業株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式
交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、2019年８月２日開催の臨時株主総会において承認を受けたこ
とにより、当社の普通株式は、2019年８月29日をもって上場廃止となりました。

（日付の表示変更について） 

第１四半期連結会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。 
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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３四半期累計期間における我が国経済は、企業収益は底堅く推移し、雇用情勢の改善等を背景に、緩やかな回

復基調が続きました。その一方で、米中貿易摩擦など、国際問題による国内経済への影響が懸念され、景気の先行き

は不透明な状況で推移いたしました。 

 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３四半期連結累計期間の売上高は８４億７千万円（前年同期比０．１％増）となりました。 利益

面につきましては、営業利益は１億６千１百万円（前年同期比２０．４％減）、経常利益は１億８千５百万円（前年

同期比１８．４％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は３千８百万円（前年同期比８３．２％減）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〕  

 日照不足等の天候不順の影響により、肥料改良剤が低調に推移しましたが、ゴルフ場および鉄道・高速道路等への

除草剤および抑草剤が順調に推移しました。この結果、当事業の売上高は５８億８千９百万円（前年同期比０．４％

増）、営業利益は３億５千５百万円（前年同期比４．７％減）となりました。  

〔産業用薬品事業〕  

 紙の国内需要の減少による生産調整が続くなか、主力商品である剥離・コーティング剤の販売は順調に推移しまし

たが、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。この結果、当事業の売上高は１３億４千１百

万円（前年同期比１．２％増）、営業利益は９千９百万円（前年同期比３．０％減）となりました。 

〔土木緑化工事事業〕  

 環境・防災関連工事及び2020年東京オリンピック関連整備工事を中心とした公共工事の増加により、工事受注は順

調に推移しましたが、民間工事およびゴルフ場関連工事が減少し、また工事期間が長期の物件もあり、完成工事高が

減少しました。この結果、当事業の売上高は９億５千１百万円（前年同期比１．７％減）、営業損失は９百万円（前

年同期は営業利益６百万円）となりました。 

〔その他〕  

 その他事業につきましては、保険代理業、リース業及び食品添加物の販売等であり、当事業の売上高は２億８千７

百万円（前年同期比３．９％減）、営業利益は３千４百万円（前年同期比２０．７％減）となりました。 

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は１０５億１百万円で、前連結会計年度末に比べ６億２千５百万円の減少と

なりました。  

  これは、流動資産が５億８千５百万円の減少、固定資産が４千万円の減少によるものです。  

  負債は３７億１千６百万円で、前連結会計年度末に比べ６億２千８百万円の減少となりました。  

これは、流動負債が５億８千４百万円の減少、固定負債が４千４百万円の減少によるものです。  

純資産は６７億８千５百万円で、前連結会計年度末に比べ２百万円の増加となりました。  

この結果、自己資本比率は６２．７％となりました。  
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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 
(2018年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(2019年７月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,376,420 3,087,682

受取手形及び売掛金 2,826,294 2,423,279

リース投資資産 165,663 167,025

商品及び製品 1,169,801 1,586,744

仕掛品 5,903 13,536

原材料及び貯蔵品 184,329 115,587

未成工事支出金 225,931 183,973

その他 298,966 85,159

貸倒引当金 △65,914 △60,851

流動資産合計 8,187,397 7,602,138

固定資産 

有形固定資産 

土地 1,236,998 1,236,998

その他（純額） 560,919 537,059

有形固定資産合計 1,797,917 1,774,057

無形固定資産 

のれん 41,026 33,922

ソフトウエア 97,283 85,893

その他 8,877 5,171

無形固定資産合計 147,187 124,987

投資その他の資産 

投資有価証券 174,128 154,927

リース投資資産 226,196 229,283

ゴルフ会員権 217,697 207,335

その他 557,495 572,376

貸倒引当金 △180,765 △163,196

投資その他の資産合計 994,752 1,000,726

固定資産合計 2,939,857 2,899,771

資産合計 11,127,255 10,501,909
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(2018年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(2019年７月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,405,774 2,284,536

1年内返済予定の長期借入金 111,136 -

リース債務 164,576 161,038

未払法人税等 70,545 26,385

賞与引当金 187,489 92,364

その他 476,855 267,978

流動負債合計 3,416,376 2,832,303

固定負債 

リース債務 237,015 231,755

役員退職慰労引当金 110,425 85,758

退職給付に係る負債 531,905 519,487

その他 49,113 47,423

固定負債合計 928,460 884,425

負債合計 4,344,836 3,716,728

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 4,173,195 4,179,331

自己株式 △51,276 △51,276

株主資本合計 6,553,198 6,559,334

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 34,167 23,996

その他の包括利益累計額合計 34,167 23,996

非支配株主持分 195,051 201,849

純資産合計 6,782,418 6,785,180

負債純資産合計 11,127,255 10,501,909
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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 2017年11月１日 
至 2018年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日 
至 2019年７月31日) 

売上高 8,459,992 8,470,602

売上原価 6,241,393 6,257,532

売上総利益 2,218,598 2,213,069

販売費及び一般管理費 2,015,506 2,051,489

営業利益 203,091 161,580

営業外収益 

受取利息 488 506

受取配当金 10,138 6,734

受取賃貸料 6,745 7,158

雑収入 8,019 10,675

営業外収益合計 25,392 25,075

営業外費用 

支払利息 760 173

雑損失 434 1,110

営業外費用合計 1,195 1,284

経常利益 227,288 185,371

特別利益 

固定資産売却益 - 999

固定資産受贈益 46,066 -

親会社株式売却益 129,083 -

保険解約返戻金 4,886 -

受取保険金 366 764

特別利益合計 180,403 1,764

特別損失 

固定資産廃棄損 965 1,231

ゴルフ会員権評価損 4,320 250

ゴルフ会員権売却損 1,240 -

リース解約損 438 -

支払手数料 - 76,060

特別損失合計 6,963 77,541

税金等調整前四半期純利益 400,728 109,594

法人税等 145,307 60,297

四半期純利益 255,421 49,297

非支配株主に帰属する四半期純利益 25,124 10,703

親会社株主に帰属する四半期純利益 230,296 38,594
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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 2017年11月１日 
至 2018年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日 
至 2019年７月31日) 

四半期純利益 255,421 49,297

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △138,642 △13,037

その他の包括利益合計 △138,642 △13,037

四半期包括利益 116,778 36,260

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 111,780 28,422

非支配株主に係る四半期包括利益 4,998 7,837
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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。 

 

（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。  

 

（追加情報） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期連結会計

期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に

表示しております。 
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（セグメント情報等）

前第３四半期連結累計期間(自  2017年11月１日  至  2018年７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 

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

5,867,163 1,324,918 968,358 299,551 ― 8,459,992 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,585 ― 400 16,416 △29,402 ― 

計 5,879,749 1,324,918 968,758 315,968 △29,402 8,459,992 

セグメント利益 372,506 102,552 6,443 43,691 △322,101 203,091 

(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△322,101千円は、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。 

当第３四半期連結累計期間(自  2018年11月１日  至  2019年７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 

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

5,889,866 1,341,137 951,775 287,823 ― 8,470,602 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,506 ― 1,450 18,080 △28,037 ― 

計 5,898,373 1,341,137 953,225 305,903 △28,037 8,470,602 

セグメント利益
又は損失(△)

355,072 99,514 △9,101 34,631 △318,537 161,580 

(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．セグメント利益又は損失の調整額△318,537千円は、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．セグメント利益又は損失は、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。 

（重要な後発事象） 

（クミアイ化学工業株式会社による当社完全子会社化）

当社は、2019年６月７日開催の取締役会において、クミアイ化学工業株式会社を株式交換完全親会社とし、当社を株式

交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行うことを決議し、同日付で両者の間で株式交換契約

（以下「本株式交換契約」という。）を締結いたしました。 

本株式交換は、当社においては2019年８月２日開催の臨時株主総会における特別決議により本株式交換契約の承認を得

ており、2019年８月31日を効力発生日として行われております。 

また、本株式交換の効力発生日に先立つ2019年８月29日に、当社の普通株式は株式会社東京証券取引所JASDAQ（スタン

ダード）において上場廃止（ 終売買日は2019年８月28日）となっております。 
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