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1. 平成26年11月期第3四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年8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3四半期 5,056 3.3 17 △88.1 153 △38.3 91 △42.8
25年11月期第3四半期 4,894 1.4 146 39.8 248 28.1 159 83.9

（注）包括利益 26年11月期第3四半期 76百万円 （△66.6％） 25年11月期第3四半期 228百万円 （145.7％）

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3四半期 8.96 ―
25年11月期第3四半期 15.67 ―

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3四半期 6,540 2,335 34.9 224.07
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3四半期 2,282百万円 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3Q 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3Q 9,293 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3Q 10,188,396 株 25年11月期3Q 10,192,258 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、4月以降に消費税増税前の駆け込み需要の反動減が顕在化

し、個人消費等の大幅減、設備投資の減少等という消費税増税のマイナス影響が見られましたが、政府の経済政策

による下支えの効果で緩やかながら回復基調へ復することが期待されております。 

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は進んでおりません。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交渉は難航しており、依然として国内農業を取り巻く環

境の先行きは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３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比1億61百万円、3.3%増)となりま

したが、損益面では営業利益は 百万円（前年同期比1億28百万円、88.1%減）、経常利益は 百万円（前年同

期比95百万円、38.3%減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比68百万円、42.8%減）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以下のとおりとなりました。 

殺虫剤は園芸用ならびに緑化用が増加し売上高は28億67百万円（前年同期比77百万円、2.8%増）、殺菌剤は園芸

用ならびに緑化用が減少し売上高は6億20百万円（前年同期比24百万円、3.8%減）、殺虫殺菌剤は水稲用が減少し

売上高は3億30百万円（前年同期比8百万円、2.5%減）、除草剤は園芸用が増加し売上高は5億24百万円（前年同期

比1億2百円、24.2%増）、その他は園芸用が増加し売上高は3億36百万円（前年同期比0百万円、0.2%増）、農薬外

その他は園芸用が増加し売上高は3億76百万円（前年同期比14百万円、3.9%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３四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1億4百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金、商品及び製品の増加が受取手形及び売掛金、信託受益権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50百万円の増加となりました。これは主に長期借入金の増加が

支払手形及び買掛金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53百万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

50億56

17 1億53

91

65億40

42億4

23億35

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３四半期連結会計期間 
(平成26年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,191,152 1,486,840

受取手形及び売掛金 1,605,183 1,465,336

信託受益権 735,810 650,960

商品及び製品 860,118 934,542

仕掛品 32,845 57,092

原材料及び貯蔵品 271,947 270,503

繰延税金資産 55,932 61,944

その他 63,729 10,729

貸倒引当金 △1,494 △968

流動資産合計 4,815,225 4,936,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 237,847 220,509

機械装置及び運搬具（純額） 88,892 72,185

土地 304,891 304,891

リース資産（純額） 46,483 62,476

その他（純額） 28,206 32,489

有形固定資産合計 706,320 692,552

無形固定資産   

ソフトウエア 28,149 24,687

その他 2,745 991

無形固定資産合計 30,895 25,678

投資その他の資産   

投資有価証券 725,683 725,465

繰延税金資産 56,954 61,969

その他 115,619 112,537

貸倒引当金 △14,470 △14,470

投資その他の資産合計 883,787 885,502

固定資産合計 1,621,003 1,603,734

資産合計 6,436,228 6,540,715
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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３四半期連結会計期間 
(平成26年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,374,161 1,083,783

短期借入金 510,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 380,687 590,122

リース債務 18,331 21,893

未払法人税等 30,677 38,320

賞与引当金 13,243 53,017

販売促進引当金 104,431 86,256

未払賞与 85,923 －

その他 301,704 280,865

流動負債合計 2,819,161 2,164,258

固定負債   

長期借入金 694,089 1,369,738

リース債務 30,475 44,469

退職給付引当金 350,444 354,485

役員退職慰労引当金 57,200 61,600

長期預り保証金 202,902 210,253

固定負債合計 1,335,112 2,040,547

負債合計 4,154,274 4,204,806

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 1,192,198

自己株式 △696 △924

株主資本合計 2,081,683 2,152,394

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 141,541 130,399

その他の包括利益累計額合計 141,541 130,399

少数株主持分 58,728 53,115

純資産合計 2,281,954 2,335,908

負債純資産合計 6,436,228 6,540,715
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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12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年８月31日) 

売上高 4,894,984 5,056,712

売上原価 3,622,737 3,877,814

売上総利益 1,272,247 1,178,898

販売費及び一般管理費 1,126,161 1,161,569

営業利益 146,085 17,328

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,015 5,779

保険解約返戻金 65,354 85,619

持分法による投資利益 29,756 18,119

その他 20,903 41,062

営業外収益合計 121,029 150,580

営業外費用   

支払利息 17,963 13,648

その他 508 842

営業外費用合計 18,471 14,491

経常利益 248,643 153,417

特別利益   

投資有価証券売却益 1,931 －

受取保険金 － 4,928

特別利益合計 1,931 4,928

特別損失   

固定資産除却損 100 285

損害賠償金 － 11,529

ゴルフ会員権評価損 － 500

特別損失合計 100 12,315

税金等調整前四半期純利益 250,474 146,030

法人税、住民税及び事業税 102,226 63,125

法人税等調整額 △15,175 △4,597

法人税等合計 87,050 58,527

少数株主損益調整前四半期純利益 163,424 87,503

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,672 △3,814

四半期純利益 159,751 91,318
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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12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 163,424 87,503

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 63,296 △11,730

持分法適用会社に対する持分相当額 1,500 564

その他の包括利益合計 64,796 △11,166

四半期包括利益 228,221 76,337

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 224,436 80,176

少数株主に係る四半期包括利益 3,784 △3,838
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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３四半期連結累計期間（自平成24年12月1日 至平成25年８月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成25年12月1日 至平成26年８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。 

   

   

（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）

（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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