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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期第1四半期 8,151 0.7 516 △5.5 518 △10.7 312 18.8
23年12月期第1四半期 8,097 △0.1 546 △2.6 580 1.3 263 △23.3

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 774百万円 （191.9％） 23年12月期第1四半期 265百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 14.64 ―

23年12月期第1四半期 12.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 37,686 16,951 43.7
23年12月期 35,911 16,370 44.3

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  16,466百万円 23年12月期  15,900百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年12月期 ― ― ― 11.00 11.00

24年12月期 ―

24年12月期（予想） ― ― 11.00 11.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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) 17,700 5.2 1,200 △16.6 1,250 △18.6 700 △12.0 32.73
通期 34,500 3.8 1,850 △18.8 1,900 △21.4 1,050 △30.4 49.06



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 24年12月期1Qの自己株式数の減少87,505株の内訳は、23年12月期3Qに子会社化した連結子会社の所有する自己株式（当社株式）の売却株式数の当
社帰属分です。 

※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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、発表日現在において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、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。また、[添付資料]３ページ「当四半期決算に関する定性的情報 (３)連結業績予想に関する定性的情報」もご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期1Q 23,646,924 株 23年12月期 23,646,924 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 2,231,342 株 23年12月期 2,318,847 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 21,363,656 株 23年12月期1Q 21,607,066 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある中、

緩やかに持ち直しているものの、雇用情勢の悪化懸念や電力供給の制約、さらには欧州債務危機や原油価格の上昇

を背景とした世界経済の減速など、引き続き先行き不透明な状況で推移しました。 

 このような環境のもと、当社グループは本年度を初年度とする「第10次中期３カ年経営計画」（ステージアップ

２０１４）をスタートさせ、収益事業基盤の強化に努め当第１四半期連結累計期間の売上高は81億51百万円（前年

同期比0.7％増）となりましたが、営業利益は５億16百万円（前年同期比5.5％減）、経常利益は５億18百万円（前

年同期比10.7％減）となりました。四半期純利益については特別損失の計上が当期はなかったことにより、３億12

百万円（前年同期比18.8％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（アグリ） 

 肥料価格の値上がりを見越した前年度末の駆け込み需要の反動により販売数量が大幅に減少し、売上高は21億55

百万円と前年同期に比べ12.6％の減少となりました。 

  

（化学品） 

 水処理薬剤は、震災からの復旧に伴い販売数量が増加し、売上高は18億59百万円と前年同期に比べ7.6％の増加

となりました。 

 機能性材料は、スマートフォンなどに使用される高純度金属酸化物の流通在庫の調整により需要が低迷し、売上

高は７億10百万円と前年同期に比べ5.6％の減少となりました。 

 その他化学品の売上高は３億46百万円と前年同期に比べ5.2％の減少となりました。 

 それらの結果、売上高は29億16百万円と前年同期に比べ2.5％の増加となりました。 

  

（建材） 

 新設住宅着工戸数は低迷から回復しつつあるものの、販売数量が減少し、売上高は７億85百万円と前年同期に比

べ1.6％の減少となりました。 

  

（石油・ガス） 

 原油価格の高騰により販売価格は値上がりしましたが、販売数量が減少し、売上高は９億89百万円と前年同期に

比べ0.2％の減少となりました。 

  

（不動産） 

 ショッピングセンターの賃料収入は前年同期並みに推移しましたが、別府鉄道株式会社を連結子会社に加えたこ

とにより、売上高は４億19百万円と前年同期に比べ7.8％の増加となりました。 

  

（運輸） 

 荷動きが順調に推移したことと、多木物流株式会社を連結子会社に加えたことにより、売上高は８億84百万円と

前年同期に比べ46.1％の大幅な増加となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状況は、総資産は376億86百万円（前連結会計年度末比17億74百万円増）と

なりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が５億36百万円、商品及び製品が７億99百万円増加したこと等によ

り、182億82百万円（前連結会計年度末比14億６百万円増）となりました。固定資産は、投資有価証券が６億44百

万円増加したこと等により、194億４百万円（前連結会計年度末比３億67百万円増）となりました。  

 負債の部は、未払法人税等が２億10百万円減少しましたが、長短借入金が16億59百万円増加したこと等により、

207億34百万円（前連結会計年度末比11億93百万円増）となりました。 

 純資産の部は、その他有価証券評価差額金が４億49百万円増加したこと等により、169億51百万円（前連結会計

年度末比５億81百万円増）となりました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  景気は緩やかに持ち直しているものの、当社を取り巻く環境は、先行き不透明な状況で推移するものと思われま

す。平成24年２月13日に公表いたしました平成24年12月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更は

ございません。   

   

（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 

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,587 1,454

受取手形及び売掛金 10,094 10,631

商品及び製品 2,621 3,420

販売用不動産 46 46

仕掛品 235 253

原材料及び貯蔵品 2,141 2,241

繰延税金資産 87 171

その他 117 123

貸倒引当金 △56 △61

流動資産合計 16,875 18,282

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,807 18,789

減価償却累計額 △12,522 △12,633

建物及び構築物（純額） 6,284 6,155

機械装置及び運搬具 13,781 13,782

減価償却累計額 △12,429 △12,545

機械装置及び運搬具（純額） 1,351 1,236

工具、器具及び備品 1,447 1,446

減価償却累計額 △1,314 △1,324

工具、器具及び備品（純額） 132 121

土地 5,992 5,992

リース資産 29 29

減価償却累計額 △4 △5

リース資産（純額） 24 23

建設仮勘定 13 46

有形固定資産合計 13,799 13,576

無形固定資産   

のれん 537 508

ソフトウエア 37 42

その他 25 26

無形固定資産合計 601 577

投資その他の資産   

投資有価証券 4,295 4,940

繰延税金資産 105 99

その他 400 376

貸倒引当金 △165 △165

投資その他の資産合計 4,635 5,250

固定資産合計 19,036 19,404

資産合計 35,911 37,686
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,411 5,210

短期借入金 3,737 5,537

1年内返済予定の長期借入金 367 312

リース債務 6 6

未払金 1,105 1,057

未払法人税等 526 315

未払消費税等 41 58

繰延税金負債 0 0

賞与引当金 37 276

役員賞与引当金 20 －

その他 898 464

流動負債合計 12,151 13,240

固定負債   

長期借入金 1,083 997

リース債務 20 18

繰延税金負債 558 718

退職給付引当金 2,437 2,479

預り保証金 3,076 3,062

その他 213 217

固定負債合計 7,390 7,494

負債合計 19,541 20,734

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,147 2,147

資本剰余金 1,217 1,217

利益剰余金 12,814 12,893

自己株式 △863 △825

株主資本合計 15,316 15,432

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 583 1,033

その他の包括利益累計額合計 583 1,033

少数株主持分 469 485

純資産合計 16,370 16,951

負債純資産合計 35,911 37,686
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 8,097 8,151

売上原価 6,100 6,173

売上総利益 1,996 1,978

販売費及び一般管理費 1,449 1,461

営業利益 546 516

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 17 17

固定資産売却益 14 1

その他 23 14

営業外収益合計 56 35

営業外費用   

支払利息 15 13

固定資産除却損 5 15

その他 0 4

営業外費用合計 22 33

経常利益 580 518

特別損失   

災害による損失 121 －

特別損失合計 121 －

税金等調整前四半期純利益 459 518

法人税、住民税及び事業税 163 306

法人税等調整額 18 △111

法人税等合計 181 195

少数株主損益調整前四半期純利益 277 323

少数株主利益 14 10

四半期純利益 263 312
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 277 323

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12 450

その他の包括利益合計 △12 450

四半期包括利益 265 774

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 235 762

少数株主に係る四半期包括利益 29 11
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 該当事項はありません。   

     

 該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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