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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第46期

第１四半期連結
累計期間

第47期
第１四半期連結

累計期間
第46期

会計期間
自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日

自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日

自　平成25年１月１日
至　平成25年12月31日

売上高 （千円） 2,513,936 3,673,636 13,034,363

経常利益 （千円） 186,223 338,982 1,010,902

四半期（当期）純利益 （千円） 123,587 210,107 642,641

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 124,151 353,198 556,461

純資産額 （千円） 4,527,233 5,165,287 4,890,398

総資産額 （千円） 15,144,454 15,933,432 14,797,905

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 15.81 26.83 82.22

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 15.80 26.83 82.15

自己資本比率 （％） 28.5 30.8 31.4

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更

があった事項は、次の通りであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

 

（事業投資に関するリスクについて）

　当社は、平成26年3月10日付で、中華人民共和国の江蘇新河農用化工有限公司及び江蘇新沂泰禾化工有限公司に出

資することについて臨時取締役会にて決議しております。当社グループは、当該投資案件を含めて事業活動を拡大す

るために、国内外の当社グループ外の会社へ資本参加を行っておりますが、各国の法的規制、政情、経済、農業情勢

等の変動により、投資先の企業価値や株式等の市場価値が下落した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影

響を与える可能性があります。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等があった事項は、次の通りでありま

す。

 

資本業務提携契約

相手先 国名 契約内容 契約期間

南通泰禾化工有限公司

利民化工股份有限公司

中華人民

共和国
江蘇新河農用化工有限公司の合弁に関する契約 平成26年３月12日～

香港泰禾有限公司

利民化工股份有限公司

中華人民

共和国
江蘇新沂泰禾化工有限公司の合弁に関する契約 平成26年３月12日～

 

 

３【財政状態及び経営成績の状況の分析】

（１）業績

　当第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）におけるわが国の経済は、政府の金

融政策や経済対策の効果を背景に、株価回復による企業マインドなどの改善に加え、消費税率引き上げ前の駆け込

み需要もあり、緩やかな景気回復を続けております。しかし、その一方で景気の先行きは海外経済の下振れの影響

や消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動が予想されるなど、依然として不透明な状況にあります。

　農業を取り巻く環境は、世界的には人口の増加や新興国の経済発展、バイオ燃料の開発等に伴って農産物需要が

拡大しており、中長期的にも成長が継続するものと思われます。

　国内農業においては、農業従事者の高齢化、後継者不足、耕作放棄地の増加等により厳しい状態が継続している

ことに加え、国内農業への影響も懸念されるＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）の締結は、各国との調整が長

引いており、先行き不透明な状況であります。

　このような状況の中、当社グループは消費税率引き上げ前の駆け込み需要の影響もあり、水稲除草剤関連分野を

中心に、国内販売は全体的に好調に推移しました。また、円安の影響を受け、輸出事業を中心に収益が改善してお

ります。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は36億73百万円（前年同四半期比11億59百万円増、46.1％増）と

なり、営業利益は４億５百万円（前年同四半期比２億13百万円増、111.1％増）、経常利益は３億38百万円（前年

同四半期比１億52百万円増、82.0％増）、四半期純利益は２億10百万円（前年同四半期比86百万円増、70.0％増）

となりました。

　なお、当社グループの販売する製品は、農繁期に備え、冬季から春季にかけて出荷が集中する傾向にあります。

そのため、第１四半期連結会計期間（１月１日から３月31日まで）及び第４四半期連結会計期間（10月１日から12

月31日まで）に売上高が集中する傾向にあり、特に第４四半期連結会計期間はその傾向が顕著となります。

　また、前第１四半期連結累計期間において、SDS Ramcides CropScience Private Limited（インド共和国、以下

「Ramcides社」）を連結子会社化しておりますが、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書には同社の

業績が含まれておりません。
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　当社グループは農薬事業セグメントのみの単一セグメントではありますが、事業の傾向を示すために品目別に業

績を記載いたします。

 

（殺菌剤）

　当第１四半期連結累計期間における売上高は11億92百万円（前年同四半期比１億48百万円増、14.3％増）となり

ました。これは、主に当社のフィリピン向けダコニール製剤の出荷が好調に推移したことや円安の影響によって輸

出事業の収益が改善したことによるものです。

（水稲除草剤）

　当第１四半期連結累計期間における売上高は11億５百万円（前年同四半期比３億16百万円増、40.0％増）となり

ました。これは、主に当社のベンゾビシクロン関連剤（原体及び製剤）を中心に、ダイムロン原体及びカフェンス

トロール原体等、水稲除草剤各原体の出荷が好調に推移したことによるものです。

（緑化関連剤）

　当第１四半期連結累計期間における売上高は６億６百万円（前年同四半期比１億83百万円増、43.3％増）となり

ました。これは、主に当社のタバコわき芽抑制剤であるイエローリボンＳの出荷が好調に推移したことによるもの

です。

（殺虫剤）

　当第１四半期連結累計期間における売上高は５億５百万円（前年同四半期比２億93百万円増、138.8％増）とな

りました。これは、主に連結子会社であるRamcides社のインド国内における販売が好調に推移したことによるもの

です。

（その他）

　当第１四半期連結累計期間における売上高は２億63百万円（前年同四半期比２億17百万円増、477.5％増）とな

りました。これは、主に連結子会社であるRamcides社のインド国内における機能性肥料の販売が好調に推移したこ

とによるものです。

 

（２）財政状態

当第１四半期連結会計期間末（平成26年３月31日）における総資産は159億33百万円であり、前連結会計年度末

（平成25年12月31日）と比べて、11億35百万円の増加となりました。

　流動資産は110億50百万円であり、前連結会計年度末と比べて９億３百万円の増加となりました。これは、主に

現金及び預金の増加10億33百万円と受取手形及び売掛金の減少98百万円があったためです。

　固定資産は48億82百万円であり、前連結会計年度末と比べて２億31百万円の増加となりました。これは、主に投

資有価証券の増加２億14百万円があったためです。

　流動負債は68億４百万円であり、前連結会計年度末と比べて44百万円の増加となりました。これは、主に買掛金

の減少３億73百万円と１年内返済予定の長期借入金の増加３億83百万円があったためです。

　固定負債は39億63百万円であり、前連結会計年度末に比べて８億15百万円の増加となりました。これは、主に長

期借入金の増加８億41百万円があったためです。

　純資産は51億65百万円であり、前連結会計年度末に比べて２億74百万円の増加となりました。これは、主に前連

結会計年度の剰余金の配当による減少78百万円と四半期純利益による増加２億10百万円、為替換算調整勘定の増加

１億26百万円があったためです。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間おいて研究開発活動の金額は、１億79百万円となりました。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 34,000,000

計 34,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年５月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 7,831,000 7,831,000 東京証券取引所市場第二部
1単元の株式数

100株

計 7,831,000 7,831,000 － －

（注）発行済株式数には自己株式75株が含まれております。

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年１月１日～

平成26年３月31日
－ 7,831,000 － 810,360 － 77,527

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,830,500 78,305 －

単元未満株式 普通株式　 500 －
一単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数 7,831,000 － －

総株主の議決権 － 78,305 －

　※単元未満株式には、自己株式75株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

株式会社

エス・ディー・エス

バイオテック

東京都中央区東日本橋

一丁目１番５号
－ － － －

計 － － － － －

（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は75株であります。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 398,345 1,431,544

受取手形及び売掛金 4,674,149 4,575,285

たな卸資産 4,364,860 4,435,782

前払費用 193,185 157,942

未収入金 264,093 198,114

繰延税金資産 256,213 261,250

その他 109,953 105,118

貸倒引当金 △114,039 △114,444

流動資産合計 10,146,762 11,050,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,101,126 1,093,335

機械装置及び運搬具（純額） 362,261 370,540

工具、器具及び備品（純額） 96,505 100,841

土地 891,545 891,545

建設仮勘定 8,754 5,868

有形固定資産合計 2,460,192 2,462,131

無形固定資産   

のれん 1,087,540 1,143,983

特許権 20,520 15,364

ソフトウエア 91,647 72,888

その他 31,606 34,591

無形固定資産合計 1,231,315 1,266,828

投資その他の資産   

投資有価証券 232,606 447,174

長期前払費用 365,149 343,302

繰延税金資産 172,209 170,281

その他 193,561 197,516

貸倒引当金 △3,892 △4,395

投資その他の資産合計 959,634 1,153,879

固定資産合計 4,651,143 4,882,838

資産合計 14,797,905 15,933,432
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,575,593 1,202,326

短期借入金 1,437,967 1,541,282

1年内返済予定の長期借入金 1,694,000 2,077,000

未払金 711,404 644,247

未払費用 771,626 832,638

未払法人税等 386,033 199,025

賞与引当金 47,392 124,307

繰延税金負債 27,820 34,096

その他 107,574 149,413

流動負債合計 6,759,412 6,804,337

固定負債   

長期借入金 2,653,500 3,495,000

退職給付引当金 439,724 414,780

その他 54,870 54,026

固定負債合計 3,148,095 3,963,806

負債合計 9,907,507 10,768,144

純資産の部   

株主資本   

資本金 810,360 810,360

資本剰余金 77,527 77,527

利益剰余金 3,874,236 4,006,034

自己株式 △46 △46

株主資本合計 4,762,076 4,893,875

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 666 674

為替換算調整勘定 △119,083 7,669

その他の包括利益累計額合計 △118,417 8,343

少数株主持分 246,738 263,069

純資産合計 4,890,398 5,165,287

負債純資産合計 14,797,905 15,933,432

 

EDINET提出書類

株式会社エス・ディー・エス　バイオテック(E21969)

四半期報告書

 9/15



（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：千円）

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

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

売上高 ※１ 2,513,936 ※１ 3,673,636

売上原価 1,614,547 2,324,469

売上総利益 899,388 1,349,166

販売費及び一般管理費 707,482 944,128

営業利益 191,906 405,037

営業外収益   

受取利息 166 829

受取配当金 111 165

持分法による投資利益 8,093 －

為替差益 4,568 －

助成金収入 － 1,278

その他 － 13

営業外収益合計 12,940 2,285

営業外費用   

支払利息 18,623 53,088

為替差損 － 13,928

持分法による投資損失 － 1,323

その他 － 0

営業外費用合計 18,623 68,341

経常利益 186,223 338,982

特別損失   

固定資産除却損 446 121

固定資産売却損 － 33

特別損失合計 446 155

税金等調整前四半期純利益 185,776 338,826

法人税等 62,188 133,962

少数株主損益調整前四半期純利益 123,587 204,864

少数株主損失（△） － △5,242

四半期純利益 123,587 210,107
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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：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 123,587 204,864

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 563 7

為替換算調整勘定 － 148,326

その他の包括利益合計 563 148,334

四半期包括利益 124,151 353,198

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 124,151 336,868

少数株主に係る四半期包括利益 － 16,330
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　（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。

 

（四半期連結損益計算書関係）

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

※１　当社グループの販売する製品は、農繁期に備え、冬季から春季にかけて出荷が集中する傾向にあります。

そのため、第１四半期連結会計期間（１月１日から３月31日まで）及び第４四半期連結会計期間（10月１日

から12月31日まで）に売上高が集中する傾向にあり、特に第４四半期連結会計期間はこの傾向が顕著となり

ます。

 

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

※１　当社グループの販売する製品は、農繁期に備え、冬季から春季にかけて出荷が集中する傾向にあります。

そのため、第１四半期連結会計期間（１月１日から３月31日まで）及び第４四半期連結会計期間（10月１日

から12月31日まで）に売上高が集中する傾向にあり、特に第４四半期連結会計期間はこの傾向が顕著となり

ます。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん償却額は、

次の通りであります。

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

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

減価償却費 62,646千円 73,975千円

のれんの償却額 － 30,244

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月28日

定時株主総会
普通株式  78,138  10.00  平成24年12月31日 平成25年３月29日 利益剰余金

 

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

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年３月27日

定時株主総会
普通株式 78,309 10.00  平成25年12月31日 平成26年３月28日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日　至 平成25年３月31日）

　当社は、当第1四半期連結累計期間において、Ramcides社を既存株主からの株式買取により連結子会社化

（発行済株式の65.0％を取得）しております。

　なお、当社グループは、農薬事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

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

　当社グループは、農薬事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下の通りとなります。

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

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

(1）１株当たり四半期純利益金額 15円81銭 26円83銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 123,587 210,107

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 123,587 210,107

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,813 7,830

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 15円80銭 26円83銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 5 0

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

―――――― ――――――

 

（重要な後発事象）

 　該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年５月14日

株式会社エス・ディー・エス　バイオテック

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　雅彦　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　　大　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エス・

ディー・エス　バイオテックの平成26年１月１日から平成26年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エス・ディー・エス　バイオテック及び連結子会社の平成26

年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）　1　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

　　　　　2　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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