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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30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 ％

25年12月期第2四半期 17,219 1.8 1,423 11.1 1,518 13.7 969 1.4
24年12月期第2四半期 16,910 0.5 1,281 △10.9 1,335 △13.0 956 20.3

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 1,696百万円 （49.2％） 24年12月期第2四半期 1,136百万円 （53.4％）

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

25年12月期第2四半期 44.86 ―

24年12月期第2四半期 44.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 37,821 19,258 50.2
24年12月期 35,305 17,800 49.7

（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  18,991百万円 24年12月期  17,547百万円

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

24年12月期 ― ― ― 11.00 11.00

25年12月期 ― ―

25年12月期（予想） ― 11.00 11.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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  ：  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

通期 33,000 △0.8 1,750 △10.6 1,850 △8.8 1,100 △16.5 50.92



(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 

(注)詳細は、[添付資料]３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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]２ページ「１．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。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期2Q 23,646,924 株 24年12月期 23,646,924 株

② 期末自己株式数 25年12月期2Q 2,043,897 株 24年12月期 2,042,760 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 21,604,042 株 24年12月期2Q 21,391,679 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融政策に対する期待感から、景気

は持ち直しているものの、対外経済環境をめぐる不確実性もあり、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、当社グループは平成24年１月から推進している「第10次中期３カ年経営計画」（ステー

ジアップ２０１４）に基づいて、収益力の強化と経費削減に努めたこと等により、当第２四半期連結累計期間の売

上高は172億19百万円（前年同期比1.8％増）、営業利益は14億23百万円（前年同期比11.1％増）、経常利益は15億

18百万円（前年同期比13.7％増）となりましたが、四半期純利益については前期に計上した負ののれん発生益が当

期はなかったことにより、９億69百万円（前年同期比1.4％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） 

 肥料の販売数量が、６月からの値上がりを見越した駆け込み需要により増加した結果、売上高は57億88百万円と

前年同期に比べ14.4％の増加となりました。 

  

（化学品） 

 水処理薬剤は、販売数量が減少したこと等により、売上高は35億５百万円と前年同期に比べ3.3％の減少となり

ました。 

 機能性材料は、高純度金属酸化物の販売数量が増加したこと等により、売上高は16億34百万円と前年同期に比べ

2.6％の増加となりました。 

 その他化学品の売上高は７億24百万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58億64百万円と前年同期に比べ2.0％の減少となりました。 

  

（建材） 

 新設住宅着工戸数は持ち直しつつあるものの、販売数量は前年同期並みで推移し、売上高は15億２百万円と前年

同期に比べ0.3％の減少となりました。 

  

（石油・ガス） 

 円安により販売価格は値上がりしたものの、販売数量が減少したことにより、売上高は17億79百万円と前年同期

に比べ1.9％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が堅調に推移したことにより、売上高は８億43百万円と前年同期に比べ0.2％

の増加となりました。 

  

（運輸） 

 荷動きが低調に推移したことにより、売上高は14億40百万円と前年同期に比べ15.5％の減少となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、378億21百万円（前連結会計年度末比25億15百万円増）となりまし

た。流動資産は、商品及び製品が１億４百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が18億39百万円増加したこと

等により、181億94百万円（前連結会計年度末比16億80百万円増）となりました。固定資産は、投資有価証券が11

億25百万円増加したこと等により、196億27百万円（前連結会計年度末比８億34百万円増）となりました。  

 負債の部は、短期借入金が６億円、繰延税金負債が３億86百万円増加したこと等により、185億62百万円（前連

結会計年度末比10億57百万円増）となりました。 

 純資産の部は、利益剰余金が７億31百万円、その他有価証券評価差額金が７億13百万円増加したこと等により、

192億58百万円（前連結会計年度末比14億58百万円増）となりました。     

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点においては、平成25年２月12日に公表いたしました平成25年12月期の業績予想に変更はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後（一部

の連結子会社は平成24年11月１日以後）に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却

方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

   

   

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24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,591 1,600

受取手形及び売掛金 9,894 11,734

有価証券 9 9

商品及び製品 2,650 2,546

販売用不動産 46 46

仕掛品 245 274

原材料及び貯蔵品 1,873 1,793

繰延税金資産 76 76

その他 177 155

貸倒引当金 △53 △42

流動資産合計 16,513 18,194

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,628 18,634

減価償却累計額 △12,760 △12,967

建物及び構築物（純額） 5,868 5,667

機械装置及び運搬具 13,844 13,902

減価償却累計額 △12,693 △12,808

機械装置及び運搬具（純額） 1,150 1,094

工具、器具及び備品 1,429 1,456

減価償却累計額 △1,309 △1,330

工具、器具及び備品（純額） 119 126

土地 6,000 6,000

リース資産 29 29

減価償却累計額 △9 △11

リース資産（純額） 19 17

建設仮勘定 15 51

有形固定資産合計 13,174 12,958

無形固定資産   

のれん 412 353

ソフトウエア 33 30

その他 19 18

無形固定資産合計 465 402

投資その他の資産   

投資有価証券 4,878 6,004

繰延税金資産 101 90

その他 358 354

貸倒引当金 △184 △183

投資その他の資産合計 5,152 6,266

固定資産合計 18,792 19,627

資産合計 35,305 37,821
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,712 4,580

短期借入金 2,687 3,287

1年内返済予定の長期借入金 150 123

リース債務 6 5

未払金 1,162 1,029

未払法人税等 499 580

未払消費税等 114 89

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 35 36

役員賞与引当金 20 －

その他 639 977

流動負債合計 10,027 10,711

固定負債   

長期借入金 933 954

リース債務 13 10

繰延税金負債 595 981

退職給付引当金 2,612 2,598

預り保証金 3,105 3,090

その他 218 215

固定負債合計 7,478 7,851

負債合計 17,505 18,562

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,147 2,147

資本剰余金 1,221 1,221

利益剰余金 13,898 14,630

自己株式 △745 △746

株主資本合計 16,522 17,253

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,024 1,738

その他の包括利益累計額合計 1,024 1,738

少数株主持分 252 266

純資産合計 17,800 19,258

負債純資産合計 35,305 37,821
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 16,910 17,219

売上原価 12,682 12,879

売上総利益 4,227 4,339

販売費及び一般管理費 2,946 2,916

営業利益 1,281 1,423

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 81 85

貸倒引当金戻入額 － 1

その他 26 52

営業外収益合計 109 139

営業外費用   

支払利息 28 20

固定資産除却損 19 16

その他 7 8

営業外費用合計 55 45

経常利益 1,335 1,518

特別利益   

たな卸資産受贈益 － 30

負ののれん発生益 216 －

特別利益合計 216 30

特別損失   

固定資産除却損 15 －

減損損失 13 －

特別損失合計 28 －

税金等調整前四半期純利益 1,523 1,548

法人税、住民税及び事業税 602 565

法人税等調整額 △54 4

法人税等合計 547 569

少数株主損益調整前四半期純利益 976 979

少数株主利益 19 9

四半期純利益 956 969
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 976 979

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 160 717

その他の包括利益合計 160 717

四半期包括利益 1,136 1,696

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,116 1,682

少数株主に係る四半期包括利益 20 14
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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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