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（百万円未満切捨て） 

１．平成26年10月期第１四半期の連結業績（平成25年11月１日～平成26年１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 四半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年10月期第１四半期 10,183 35.4 1,145 34.3 1,326 7.1 844 4.1
25年10月期第１四半期 7,519 9.3 852 △7.5 1,237 17.8 811 17.4

（注）包括利益 26年10月期第1四半期 1,137百万円（△35.3％） 25年10月期第1四半期 1,759百万円（110.8％） 

 

 
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10月期第１四半期 18.79 －
25年10月期第１四半期 18.03 －
 
(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 ％ 

26年10月期第１四半期 52,576 40,375 70.3 
25年10月期 50,928 39,496 70.9 
（参考）自己資本  26年10月期第１四半期 36,965百万円 25年10月期 36,123百万円 

 
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

25年10月期 － － － 5.00 5.00
26年10月期 －  
26年10月期(予想)  － － 5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成26年10月期の連結業績予想（平成25年11月１日～平成26年10月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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) 

16,000 9.6 1,500 1.8 1,800 △12.9 1,000 △22.9 22.24

通期 36,000 18.7 3,000 41.6 3,500 22.6 2,000 13.4 44.48
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 



※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(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 ：有
（注）詳細は添付資料P3「（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 
(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) 26年10月期１Ｑ 51,849,917株 25年10月期 51,849,917株
② 期末自己株式数 26年10月期１Ｑ 6,889,435株 25年10月期 6,885,956株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年10月期１Ｑ 44,961,262株 25年10月期１Ｑ 45,010,862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連結財務諸表のレビュー手続は終了しており

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 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績はさまざまな

要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ．3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明をご覧下さい。 
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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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国・資源国の経済動向や米国経済の回復ペ

ースが懸念されるなか、先進国を中心に回復基調となり、消費税率引き上げ前の駆け込み需要もあ

って緩やかな回復を続けております。このような状況のもと、当社グループといたしましては、中

期的視点に立った販売予測を充分に反映した調達・投資の最適化や、調達・生産面での継続的な原

材料費削減努力により、既存製品はもとより、本格販売を開始した新製品の採算性を強く意識した

取組みを実施するとともに、第50期事業年度の節目を迎える今期は、事業領域の拡大を基盤とした

事業推進により、顧客価値実現に向けた能動的な取り組みの推進強化に努めました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高101億8千3百万

円（前年同四半期比26億6千3百万円増）、営業利益11億4千5百万円（前年同四半期比2億9千2百万円

増）、経常利益13億2千6百万円（前年同四半期比8千8百万円増）、四半期純利益8億4千4百万円（前

年同四半期比3千3百万円増）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

＜農薬事業＞ 

除草剤、殺菌剤を主とした農薬事業につきましては、国内向けは低調な推移となりました

が、海外向けは既存剤の水稲用除草剤、綿花用除草剤、新剤の畑作用除草剤の増加により、売

上高は72億9百万円（前年同四半期比34.2％増）、セグメント利益は11億3千4百万円（前年同

四半期比23.4％増）となりました。 

 

＜化成品事業＞ 

トルエン・キシレン系化学品、精密化学品、産業薬品を主とした化成品事業につきまして

は、トルエン・キシレン系化学品である樹脂原料、精密化学品である国内向けアミン類等の増

加により、売上高は26億1千8百万円（前年同四半期比37.1％増）、セグメント利益は2億4千4

百万円（前年同四半期比123.2％増）となりました。 

 

 

(2) 財政状態に関する説明 

 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

流動資産の残高は、受取手形及び売掛金の増加等により、290億1千9百万円となりました。 

固定資産の残高は、投資有価証券の増加等により、235億5千7百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて16億4千8百万円増の525億7千6百万円となりま

した。 

 

 （負債） 

流動負債の残高は、短期借入金の増加等により、85億9千8百万円となりました。 

固定負債の残高は、繰延税金負債の増加等により、36億2百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて7億6千9百万円増の122億円となりました。 
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 （純資産） 

 純資産合計は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末

に比べて8億7千9百万円増の403億7千5百万円となりました。 

 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成25年12月12日に決算短信で公表しました業績予想から変更あ

りません。 

 

 

２．サマリー情報（注意事項）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 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第1四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もり、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。 

 

(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。 
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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25年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,443 5,717

受取手形及び売掛金 8,616 10,477

有価証券 496 495

商品及び製品 6,215 5,687

仕掛品 2,082 2,101

原材料及び貯蔵品 2,536 2,984

繰延税金資産 590 565

その他 943 988

貸倒引当金 △1 －

流動資産合計 27,924 29,019

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,278 11,345

機械装置及び運搬具 31,432 31,445

土地 3,708 3,708

その他 2,375 2,674

減価償却累計額 △38,982 △39,291

有形固定資産合計 9,812 9,883

無形固定資産 98 96

投資その他の資産   

投資有価証券 12,065 12,533

繰延税金資産 285 285

その他 750 767

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 13,093 13,577

固定資産合計 23,004 23,557

資産合計 50,928 52,576

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,548 3,583

短期借入金 400 2,700

未払法人税等 458 397

賞与引当金 467 185

その他 3,063 1,732

流動負債合計 7,938 8,598

固定負債   

退職給付引当金 1,381 1,394

役員退職慰労引当金 440 457
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年１月31日) 

繰延税金負債 1,583 1,664

その他 87 86

固定負債合計 3,493 3,602

負債合計 11,431 12,200

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,764 2,764

資本剰余金 5,148 5,148

利益剰余金 26,167 26,786

自己株式 △1,701 △1,704

株主資本合計 32,378 32,994

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,763 3,913

為替換算調整勘定 △19 57

その他の包括利益累計額合計 3,744 3,970

少数株主持分 3,373 3,410

純資産合計 39,496 40,375

負債純資産合計 50,928 52,576
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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24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年１月31日) 

売上高 7,519 10,183

売上原価 5,685 7,884

売上総利益 1,834 2,298

販売費及び一般管理費 981 1,152

営業利益 852 1,145

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 45 54

受取賃貸料 10 8

持分法による投資利益 62 104

為替差益 239 7

その他 31 9

営業外収益合計 389 185

営業外費用   

支払利息 1 5

その他 3 0

営業外費用合計 5 5

経常利益 1,237 1,326

特別利益   

固定資産売却益 3 －

受取保険金 0 7

特別利益合計 4 7

特別損失   

固定資産除却損 12 0

特別損失合計 12 0

税金等調整前四半期純利益 1,229 1,333

法人税等 368 422

少数株主損益調整前四半期純利益 861 911

少数株主利益 49 66

四半期純利益 811 844
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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24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 861 911

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 790 150

持分法適用会社に対する持分相当額 107 76

その他の包括利益合計 897 226

四半期包括利益 1,759 1,137

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,707 1,071

少数株主に係る四半期包括利益 52 66
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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。 
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（セグメント情報等） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成24年11月１日  至  平成25年１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 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 
(注)1 

合計 
調整額 
(注)2 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(注)3 農薬事業 化成品事業 計 

売上高    

  外部顧客への
売上高 

5,373 1,909 7,283 236 7,519 － 7,519

  セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

－ 7 7 160 167 △167 －

計 5,373 1,917 7,291 396 7,687 △167 7,519

セグメント利益 919 109 1,029 16 1,045 △192 852

（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、ファフィア酵母等の飼料用添
加剤、工業薬品類等の製造、販売を行っております。 

2. セグメント利益調整額△192百万円は、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。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成25年11月１日  至  平成26年１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 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 
(注)1 

合計 
調整額 
(注)2 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(注)3 農薬事業 化成品事業 計 

売上高    

  外部顧客への
売上高 

7,209 2,618 9,827 355 10,183 － 10,183

  セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

－ 7 7 185 193 △193 －

計 7,209 2,625 9,835 541 10,376 △193 10,183

セグメント利益又
はセグメント損失
（△） 

1,134 244 1,379 △27 1,352 △206 1,145

（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、ファフィア酵母等の飼料用添
加剤、工業薬品類等の製造、販売等を行っております。 

2. セグメント利益又はセグメント損失調整額△206百万円は、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セグメント損失は、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。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

イハラケミカル工業株式会社（4989）平成26年10月期第1四半期決算短信

9




