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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

26年3月期第2四半期 2,365 20.6 144 ― 151 ― 131 ―
25年3月期第2四半期 1,961 7.3 △250 ― △280 ― △305 ―

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

26年3月期第2四半期 9.57 ―
25年3月期第2四半期 △22.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 9,217 4,910 53.3
25年3月期 10,458 4,749 45.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  4,910百万円 25年3月期  4,749百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

通期 6,500 3.8 290 79.8 265 36.3 230 47.3 16.79



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 13,730,000 株 25年3月期 13,730,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 29,209 株 25年3月期 27,972 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 13,701,334 株 25年3月期2Q 13,702,119 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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
  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。業績予想の前提となる条件
及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２ 「１． 当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。  
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（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、政府、日銀による経済政策及び金融緩和対策を背景に、円安株

高が進行し輸出環境や企業収益の改善が見られるなど景気は緩やかな回復傾向にあります。しかし、円安の影響

による輸入価格の上昇、雇用や賃金の改善の遅れ、来春の消費税増税に対する影響懸念などから依然として先行

き不透明な状況が続いております。また、海外では、米国の財政問題や新興国の成長鈍化など景気の下振れリス

クをかかえております。 

このような状況の中で、国内売上高は、856百万円と前年同期（962百万円）に比べ、106百万円（11.1％）の

減収となりました。これは、農薬中間物は増加しましたが、機能性中間物及び界面活性剤が減少したためです。 

一方、輸出売上高は、1,509百万円と前年同期（999百万円）に比べ、510百万円（51.1％）の大幅な増収とな

りました。これは、為替が引き続き円安に推移したことと、医薬中間物及び農薬中間物が増加したためです。 

この結果、総売上高は2,365百万円となり、前年同期（1,961百万円）に比べ403百万円（20.6％）の大幅な増

収となりました。また、輸出比率は63.8％(前年同期50.9％)となりました。 

利益につきましては、原燃料価格の大幅な上昇もありましたが、売上高の増収、生産性改善などのコストダウ

ン及び為替の円安による輸出製品の採算改善により、営業利益は144百万円（前年同期 営業損失250百万円）と

なりました。営業外損益では前年同期の為替差損18百万円から為替差益11百万円に転じたこともあり、経常利益

は151百万円（前年同期 経常損失280百万円）となりました。また、特別利益として投資有価証券売却益８百万

円を計上したこともあり、四半期純利益は131百万円（前年同期 四半期純損失305百万円）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1,240百万円減少の9,217百万円となりました。これは

主に、商品及び製品が826百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が1,912百万円減少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1,402百万円減少の4,307百万円となりました。これは主に、借入金が

1,424百万円減少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161百万円増加の4,910百万円となり、自己資本比率は53.3％（前事業年度末

45.4％）となりました。 

   

②キャッシュ・フローの状況 

 当第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、1,244百万円の収入となり、前年同期に

比べ355百万円の収入の増加となりました。これは主に、たな卸資産の増加による支出は増加しましたが、売上債

権の減少による収入が増加したためです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、75百万円の支出となり、前年同期に比べ110百万円の支出の減少となり

ました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したためです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、1,424百万円の支出となり、前年同期に比べ739百万円の支出の増加とな

りました。これは主に、借入金の返済を進めたためです。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期会計期間末残高は821百万円となり、前事業年度末に比べ241

百万円減少しました。 

  

（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25年５月13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

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

    

   

 該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,063,753 821,839

受取手形及び売掛金 2,462,315 549,317

商品及び製品 2,038,741 2,865,228

仕掛品 124,564 165,923

原材料及び貯蔵品 235,946 200,311

その他 17,895 61,100

貸倒引当金 △7,397 △1,680

流動資産合計 5,935,821 4,662,040

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 917,617 896,983

機械及び装置（純額） 965,785 909,556

土地 1,328,624 1,328,624

その他（純額） 432,344 512,676

有形固定資産合計 3,644,370 3,647,841

無形固定資産 5,817 5,817

投資その他の資産   

投資有価証券 790,556 821,924

関係会社株式 3,819 3,819

その他 92,118 90,208

貸倒引当金 △14,176 △14,190

投資その他の資産合計 872,316 901,760

固定資産合計 4,522,505 4,555,420

資産合計 10,458,326 9,217,460

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 840,000 741,941

短期借入金 1,450,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 847,029 755,096

未払法人税等 16,397 23,192

賞与引当金 50,810 74,488

その他 456,311 507,180

流動負債合計 3,660,549 2,451,898

固定負債   

長期借入金 1,614,917 1,382,719

退職給付引当金 246,991 280,791

その他 186,754 191,616

固定負債合計 2,048,663 1,855,126

負債合計 5,709,212 4,307,025
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25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 100,194 231,284

自己株式 △4,454 △4,639

株主資本合計 4,622,283 4,753,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 127,047 157,247

繰延ヘッジ損益 △217 －

評価・換算差額等合計 126,830 157,247

純資産合計 4,749,113 4,910,435

負債純資産合計 10,458,326 9,217,460
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,961,933 2,365,334

売上原価 1,814,634 1,782,107

売上総利益 147,299 583,226

販売費及び一般管理費   

発送運賃 24,876 37,164

従業員給料及び手当 148,170 151,928

賞与引当金繰入額 14,112 25,028

退職給付費用 31,565 31,768

その他 178,822 192,348

販売費及び一般管理費合計 397,547 438,238

営業利益又は営業損失（△） △250,248 144,988

営業外収益   

受取利息 56 79

受取配当金 13,861 14,123

補助金収入 7,328 6,211

為替差益 － 11,577

その他 7,308 7,905

営業外収益合計 28,554 39,896

営業外費用   

支払利息 22,576 17,859

為替差損 18,998 －

その他 17,541 15,903

営業外費用合計 59,115 33,762

経常利益又は経常損失（△） △280,808 151,121

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8,321

特別利益合計 － 8,321

特別損失   

固定資産除却損 9,039 13,512

関係会社株式評価損 12,302 －

特別損失合計 21,342 13,512

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △302,151 145,930

法人税、住民税及び事業税 3,698 15,228

法人税等調整額 △720 △387

法人税等合計 2,978 14,841

四半期純利益又は四半期純損失（△） △305,129 131,089
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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
（△）

△302,151 145,930

減価償却費 259,607 225,494

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,633 △5,702

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,883 23,678

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,812 33,799

受取利息及び受取配当金 △13,918 △14,203

補助金収入 △7,328 △6,211

支払利息 22,576 17,859

為替差損益（△は益） 8,440 △13,404

関係会社株式評価損 12,302 －

固定資産除却損 9,039 13,512

投資有価証券売却損益（△は益） － △8,321

売上債権の増減額（△は増加） 1,534,706 1,912,997

たな卸資産の増減額（△は増加） △654,104 △832,210

仕入債務の増減額（△は減少） △985 △98,059

その他 20,258 △144,433

小計 896,739 1,250,726

利息及び配当金の受取額 13,918 14,191

補助金の受取額 7,328 6,211

利息の支払額 △22,016 △19,001

法人税等の支払額 △7,397 △7,720

営業活動によるキャッシュ・フロー 888,571 1,244,406

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 △185,722 △93,777

投資有価証券の売却による収入 － 28,532

投資有価証券の取得による支出 △13 －

関係会社貸付けによる支出 － △8,000

従業員に対する貸付けによる支出 － △5,000

その他 △579 2,835

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,315 △75,409

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） △200,000 △1,100,000

長期借入れによる収入 － 150,000

長期借入金の返済による支出 △484,398 △474,131

配当金の支払額 △376 －

その他 △7 △184

財務活動によるキャッシュ・フロー △684,782 △1,424,315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,440 13,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,033 △241,913

現金及び現金同等物の期首残高 695,075 1,063,753

現金及び現金同等物の四半期末残高 704,108 821,839
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 該当事項はありません。  

     

 該当事項はありません。  

     

（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。   

  

 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。 

   

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

４．補足情報

  

前第２四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25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 465,091 19.2  900,311 27.1

 農薬中間物 1,524,144 62.8  2,077,196 62.5

 機能性中間物 181,273 7.5  62,987 1.9

 界面活性剤 206,990 8.5  231,270 6.9

 その他 49,843 2.0  54,006 1.6

 合 計 2,427,343 100.0  3,325,772 100.0

  

前第２四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25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 421,884 21.5  673,324 28.5

 農薬中間物 973,864 49.7  1,321,991 55.9

 機能性中間物 270,804 13.8  125,610 5.3

 界面活性剤 214,572 10.9  167,894 7.1

 その他 80,807 4.1  76,513 3.2

 合 計 1,961,933 100.0  2,365,334 100.0
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