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1. 平成26年11月期第2四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年5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 ％

26年11月期第2四半期 3,863 10.8 155 △20.0 261 △4.2 166 0.2
25年11月期第2四半期 3,486 △2.5 193 △6.9 272 △6.4 166 6.9

（注）包括利益 26年11月期第2四半期 148百万円 （△35.3％） 25年11月期第2四半期 230百万円 （56.1％）

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11月期第2四半期 16.32 ―
25年11月期第2四半期 16.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年11月期第2四半期 7,311 2,408 32.2 231.23
25年11月期 6,436 2,281 34.5 218.17
（参考）自己資本 26年11月期第2四半期 2,355百万円 25年11月期 2,223百万円

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11月期 ― ― ― 2.00 2.00
26年11月期 ― ―
26年11月期（予想） ― 2.00 2.00

3. 平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月 1日～平成26年11月30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 6,500 △0.7 70 △6.5 150 △17.5 80 △29.6 7.80



(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） 

※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きの対象外であり、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きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、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。 

※ 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 ： 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11月期2Q 10,197,000 株 25年11月期 10,197,000 株
② 期末自己株式数 26年11月期2Q 8,660 株 25年11月期 7,020 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期2Q 10,188,552 株 25年11月期2Q 10,192,717 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、3月までは消費税率引上げ前の駆け込み需要が顕在化し、4

月以降はその反動減が見られ、景気の先行きには不透明感が残っております。 

国内の農業に関しましては、就業者の高齢化や後継者不足などの構造的な問題の解決に進捗はみられません。

またTPP（環太平洋戦略的経済連携協定）の農業分野に関する協議は依然難航しており、国内農業を取り巻く環境

の先行きも不透明な状況にあります。   

このような状況のもと、当社グループは従来からの地域密着を基本に、水稲用殺虫剤「スクミノン」ならびに

食品由来物質を用いた「サンクリスタル乳剤」、「ハッパ乳剤」、「ビオネクト」などの独自開発品に加え、総合

防除による環境保全型農業への推進、森林や公園・ゴルフ場等の緑化防除事業ならびに不快害虫防除薬剤の開発と

防除事業などに注力するとともに受託生産にも努めて工場の操業度向上を図ってまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比376百万円、10.8%増)となりま

した。損益面では、営業利益は 百万円（前年同期比38百万円、20.0%減）、経常利益は 百万円（前年同

期比11百万円、4.2%減）となり、四半期純利益は 百万円（前年同期比0百万円、0.2%増）となりました。 

  

当社グループの事業は単一セグメントでありますが、製品の用途別売上は次のとおりとなりました。 

殺虫剤は園芸用が増加し売上高は22億13百万円（前年同期比2億90百万円、15.1%増）、殺菌剤は園芸用が減少

し売上高は4億75百万円（前年同期比5百万円、1.2%減）、殺虫殺菌剤は水稲用が減少し売上高は2億19百万円（前

年同期比4百万円、1.8%減）、除草剤は園芸用が増加し売上高は3億96百万円（前年同期比66百万円、20.2%増）、

その他は園芸用が増加し売上高は2億79百万円（前年同期比4百万円、1.8%増）、農薬外その他は園芸用が増加し売

上高は2億79百万円（前年同期比25百万円、9.9%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  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円で、前連結会計年度末に比べ8億75百万円の増加となりま

した。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金、信託受益権並びに商品及び製品等の増加がその他の資産の

減少を上回ったことによるものであります。 

負債は 百万円で、前連結会計年度末に比べ7億48百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛

金並びに長期借入金等の増加がその他の流動負債の減少を上回ったことによるものであります。 

純資産は 百万円で、前連結会計年度末に比べ1億26百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増

加によるものであります。 

   

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年11月期通期の連結業績予想は、平成25年11月期の決算発表時（平成26年1月16日）の業績予想からの変

更はありません。  

   

   

（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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

38億63

1億55 2億61

1億66

73億11

49億3

24億8

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,191,152 1,376,475

受取手形及び売掛金 1,605,183 2,097,197

信託受益権 735,810 856,710

商品及び製品 860,118 949,749

仕掛品 32,845 25,567

原材料及び貯蔵品 271,947 320,625

繰延税金資産 55,932 73,447

その他 63,729 13,514

貸倒引当金 △1,494 △1,176

流動資産合計 4,815,225 5,712,111

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 237,847 226,432

機械装置及び運搬具（純額） 88,892 77,610

土地 304,891 304,891

リース資産（純額） 46,483 49,630

その他（純額） 28,206 35,277

有形固定資産合計 706,320 693,842

無形固定資産   

ソフトウエア 28,149 24,687

その他 2,745 2,730

無形固定資産合計 30,895 27,417

投資その他の資産   

投資有価証券 725,683 717,241

繰延税金資産 56,954 61,570

その他 115,619 114,085

貸倒引当金 △14,470 △14,470

投資その他の資産合計 883,787 878,426

固定資産合計 1,621,003 1,599,686

資産合計 6,436,228 7,311,798
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,374,161 1,716,564

短期借入金 510,000 210,000

1年内返済予定の長期借入金 380,687 539,989

リース債務 18,331 18,764

未払法人税等 30,677 121,740

賞与引当金 13,243 83,923

販売促進引当金 104,431 65,294

未払賞与 85,923 －

その他 301,704 224,305

流動負債合計 2,819,161 2,980,583

固定負債   

長期借入金 694,089 1,266,243

リース債務 30,475 33,592

退職給付引当金 350,444 353,047

役員退職慰労引当金 57,200 59,899

長期預り保証金 202,902 209,805

固定負債合計 1,335,112 1,922,589

負債合計 4,154,274 4,903,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,500 664,500

資本剰余金 296,620 296,620

利益剰余金 1,121,259 1,267,212

自己株式 △696 △861

株主資本合計 2,081,683 2,227,471

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 141,541 128,407

その他の包括利益累計額合計 141,541 128,407

少数株主持分 58,728 52,746

純資産合計 2,281,954 2,408,626

負債純資産合計 6,436,228 7,311,798
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

売上高 3,486,914 3,863,833

売上原価 2,545,648 2,935,676

売上総利益 941,266 928,157

販売費及び一般管理費 747,402 773,131

営業利益 193,863 155,026

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,905 3,900

持分法による投資利益 5,324 13,973

保険解約返戻金 65,354 85,619

その他 16,279 12,856

営業外収益合計 91,864 116,350

営業外費用   

支払利息 12,820 9,449

その他 494 841

営業外費用合計 13,314 10,290

経常利益 272,413 261,086

特別利益   

受取保険金 － 4,928

特別利益合計 － 4,928

特別損失   

固定資産除却損 100 0

特別損失合計 100 0

税金等調整前四半期純利益 272,313 266,014

法人税、住民税及び事業税 130,348 118,626

法人税等調整額 △25,351 △14,770

法人税等合計 104,997 103,855

少数株主損益調整前四半期純利益 167,315 162,158

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,309 △4,174

四半期純利益 166,006 166,332
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 167,315 162,158

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 61,872 △13,426

持分法適用会社に対する持分相当額 1,182 259

その他の包括利益合計 63,054 △13,166

四半期包括利益 230,370 148,991

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 228,904 153,199

少数株主に係る四半期包括利益 1,465 △4,207
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 272,313 266,014

減価償却費 50,414 47,930

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,476 2,603

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,492 2,699

賞与引当金の増減額（△は減少） 72,048 70,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △305 △317

その他の引当金の増減額（△は減少） △33,165 △39,137

受取利息及び受取配当金 △4,792 △3,900

支払利息 12,820 9,449

持分法による投資損益（△は益） △5,324 △13,973

売上債権の増減額（△は増加） △716,684 △612,914

たな卸資産の増減額（△は増加） △131,650 △131,031

仕入債務の増減額（△は減少） 423,715 347,731

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,090 22,462

預り保証金の増減額（△は減少） 3,255 6,902

その他 △110,465 △135,934

小計 △187,926 △160,735

利息及び配当金の受取額 5,938 5,045

利息の支払額 △12,635 △9,298

法人税等の還付額 549 1,158

法人税等の支払額 △40,952 △28,585

営業活動によるキャッシュ・フロー △235,026 △192,415

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △30,495 △21,857

投資有価証券の取得による支出 △1,163 △568

貸付金の回収による収入 2,862 1,484

その他 △300 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,095 △20,941

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） 100,000 △300,000

長期借入れによる収入 200,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △170,218 △218,543

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △11,181 △10,428

自己株式の取得による支出 △201 △165

配当金の支払額 △20,387 △20,379

少数株主への配当金の支払額 △945 △1,181

その他 － △620

財務活動によるキャッシュ・フロー 97,065 398,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167,056 185,323

現金及び現金同等物の期首残高 1,332,428 1,191,152

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,165,371 1,376,475
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  該当事項はありません。 

   

   

    該当事項はありません。   

   

   

前第２四半期連結累計期間（自平成24年12月1日 至平成25年５月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成25年12月1日 至平成26年５月31日） 

 当社グループは農薬の製造販売、ならびに農薬に関連した防除作業を事業内容としており、事業区分が単一セ

グメントのため記載しておりません。 

   

   

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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