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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年後半の政権交代に伴い、大胆な金融緩和や財政

出動により過度な円高が修正され、株価も上向くなど、景気回復への期待感が一段と高まりました。しか

しながら、欧州の債務問題や世界経済の減速等の不安要素は未だ解消されず、依然として先行き不透明な

状況が続いております。 

 国内農薬業界におきましては、夏の猛暑、集中豪雨など、異常気象が続き、農業及び農産物に影響が出

る中、ＴＰＰ参加・来年4月からの消費税増税など先行きの不透明感から、需要の見通しが立ちにくい状況

が続くと予想されます。 

このような状況のもと、当社グループは、東京電力福島第一原子力発電所の事故による影響で操業停止

を余儀なくされた福島工場の代替として茨城工場を立ち上げ、主力製品であるバスアミド微粒剤の生産を

中心に稼働中でありますが、その生産能力は福島工場の約３分の２程度であり、今後とも外注生産を含め

て当社グループの生産体制を福島工場操業停止以前の状態に近づけるよう努力してまいります。一方、東

京電力株式会社に対しては、引き続き、当社グループが被った被害の全てについて損害賠償請求を行って

いく所存であります。 

また当社グループは、農家とのコミュニケーションを図り、現地ＰＲ活動を展開するとともに、引き続

き、果樹、野菜、花卉など園芸農家を中心に技術普及を重視した農家直結の営業方針を堅持し、農家、会

員店・JA・販売店と当社グループを密に連携する「トライアングル作戦」を展開し、強力に需要の開拓と

販売促進に努めてまいりました。この結果、第３四半期連結累計期間における売上高は106億４千８百万円

（前年同四半期比10億１千８百万円の増加、前年同四半期比10.6％増）、営業利益は11億９千万円（前年

同四半期比１億４千９百万円の減少、前年同四半期比11.2％減）、経常利益は15億４千万円（前年同四半

期比２億１千万円の増加、前年同四半期比15.8％増）、四半期純利益は９億９千３百万円（前年同四半期

比２億３百万円の増加、前年同四半期比25.7％増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は201億１千３百万円（前連結会計年度比16億４千６百万円

の増加、前連結会計年度比8.9％増）となりました。これは主に売上増加による売上債権が15億９千８百万

円、東京電力福島第一原子力発電所事故によりやむなく操業停止となった福島工場の代替工場として茨城

工場を建設したことにより有形固定資産が５億１千３百万円増加した一方、のれんの償却が進み無形固定

資産が５億３千４百万円減少したことによるものであります。 

 

（負債及び純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は58億１千９百万円（前連結会計年度比１億７百万円の減

少、前連結会計年度比1.8％減）となりました。これは主に仕入増加に伴い仕入債務が３億３千８百万円増

加する一方、茨城工場建設費の支払が始まったことにより設備手形が２億４千１百万円、借入金の返済で

長期借入金が２億９千万円減少したことによるものであります。純資産は142億９千３百万円（前連結会計

年度比17億５千４百万円の増加、前連結会計年度比14.0％増）となりました。その結果自己資本比率は59.

1％、１株当たり純資産額は970円66銭となりました。 

 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等に基づい

て予測し作成したものであり、リスクや不確定要素が含まれております。 

従いまして、実際の業績は、当社グループを取り巻く経済情勢、市場動向、競合状況等、今後様々な要

因によって、記載の金額の予想数値と異なる可能性がありますのでご承知おきください。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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。 
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(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。 

 

(4)  追加情報 

 当社は、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日以後に取得した有 

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当第３四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20,471千円であります。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 

(1)  四半期連結貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成25年９月30日) 

資産の部  

  流動資産      

    現金及び預金  8,666,748   9,180,709

    受取手形及び売掛金  3,305,660   4,903,770

    商品及び製品  1,619,517   1,112,102

    仕掛品  128,416   104,865

    原材料及び貯蔵品  878,644   960,042

    繰延税金資産  70,559   251,356

    その他  358,580   157,838

    貸倒引当金  －   △1,598

    流動資産合計  15,028,128   16,669,085

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物及び構築物（純額）  1,058,362   1,503,698

      機械装置及び運搬具（純額）  26,942   485,388

      土地  671,964   681,914

      その他（純額）  474,828   75,087

      有形固定資産合計  2,232,098   2,746,088

    無形固定資産      

      のれん  746,892   214,678

      その他  21,348   19,158

      無形固定資産合計  768,240   233,837

    投資その他の資産      

      投資有価証券  118,956   157,399

      繰延税金資産  142,815   127,637

      その他  203,179   209,320

      貸倒引当金  △26,800   △30,351

      投資その他の資産合計  438,152   464,006

    固定資産合計  3,438,491   3,443,933

  資産合計  18,466,620   20,113,018

負債の部  

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  1,078,904   1,417,432

    1年内返済予定の長期借入金  387,600   387,600

    未払法人税等  330,870   540,312

    賞与引当金  44,114   116,774

    その他  1,297,014   810,323

    流動負債合計  3,138,503   3,272,443

  固定負債      

    長期借入金  1,095,400   804,700

    退職給付引当金  439,544   464,768

    役員退職慰労引当金  431,520   454,392

    その他  822,371   823,222

    固定負債合計  2,788,836   2,547,082
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成25年９月30日) 

  負債合計  5,927,340   5,819,526

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  1,809,177   1,809,177

    資本剰余金  1,810,804   1,810,804

    利益剰余金  7,821,122   8,568,414

    自己株式  △459,739   △459,819

    株主資本合計  10,981,365   11,728,577

  その他の包括利益累計額       

    その他有価証券評価差額金  27,666   52,501

    繰延ヘッジ損益  △17,656   △12,332

    為替換算調整勘定  △369,153   114,628

    その他の包括利益累計額合計  △359,143   154,796

  少数株主持分  1,917,058   2,410,117

  純資産合計  12,539,280   14,293,491

負債純資産合計  18,466,620   20,113,018

 

アグロ カネショウ株式会社 （4955） 平成25年12月期第3四半期決算短信

5



(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 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 9,629,899  10,648,221

売上原価  5,470,240   6,370,609

売上総利益  4,159,658   4,277,612

販売費及び一般管理費  2,819,801   3,087,184

営業利益  1,339,857   1,190,428

営業外収益      

  受取利息及び配当金  14,993   11,695

  受取地代家賃  11,559   12,078

  為替差益  －   346,130

  その他  6,517   5,431

  営業外収益合計  33,071   375,336

営業外費用      

  支払利息  25,784   20,847

  為替差損  6,606   －

  減価償却費  2,168   －

  その他  7,905   3,951

  営業外費用合計  42,465   24,799

経常利益  1,330,462   1,540,966

特別利益      

  固定資産売却益  9   －

  受取補償金  －   57,527

  特別利益合計  9   57,527

特別損失      

  固定資産売却損  28,228   －

  固定資産除却損  568   －

  特別損失合計  28,796   －

税金等調整前四半期純利益  1,301,676   1,598,493

法人税、住民税及び事業税  404,254   556,728

法人税等調整額  △25,912   △182,144

法人税等合計  378,341   374,584

少数株主損益調整前四半期純利益  923,334   1,223,909

少数株主利益  133,366   230,689

四半期純利益  789,967   993,219
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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 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 923,334  1,223,909

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  2,548   24,834

  繰延ヘッジ損益  3,870   5,323

  為替換算調整勘定  △28,750   806,303

  その他の包括利益合計  △22,331   836,461

包括利益  901,002   2,060,371

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  779,136   1,507,159

  少数株主に係る四半期包括利益  121,866   553,211
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（3）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（4）セグメント情報等 

     当社グループは、農薬の製造、販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載

を省略しております。 

 

 (5) 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。 

 

 (6) 重要な後発事象 

    該当事項はありません。 
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