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(百万円未満切捨て)
１．平成26年12月期第３四半期の連結業績（平成26年１月１日～平成26年９月30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12月期第３四半期 10,813 1.6 2,045 71.8 2,084 35.3 1,506 51.7

25年12月期第３四半期 10,648 10.6 1,190 △11.2 1,540 15.8 993 25.7
(注) 包括利益 26年12月期第３四半期 1,582百万円(△23.2％) 25年12月期第３四半期 2,060百万円( 128.7％)
　

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12月期第３四半期 121.65 -

25年12月期第３四半期 81.13 -
　

　

（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12月期第３四半期 23,104 17,098 61.6

25年12月期 21,807 15,347 58.0
(参考) 自己資本 26年12月期第３四半期 14,230百万円 25年12月期 12,644百万円
　　

　

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12月期 － 0.00 － 25.00 25.00

26年12月期 － 0.00 －

26年12月期(予想) 27.00 27.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

平成25年12月期期末配当金の内訳 普通配当20円00銭 特別配当５円00銭
平成26年12月期期末配当金の内訳 普通配当20円00銭 記念配当(「東証一部指定記念配当」)７円00銭
上記配当予想の修正については、本日（平成26年11月６日）公表いたしました「配当予想の修正」(東証
一部指定記念配当）に関するお知らせ」をご参照ください。

　

３．平成26年12月期の連結業績予想（平成26年１月１日～平成26年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 13,898 4.1 2,094 101.4 2,129 11.3 1,535 13.2 125.66
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 社（社名） 、除外 社（社名）
　

　

（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

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12月期３Ｑ 13,404,862株 25年12月期 13,404,862株

② 期末自己株式数 26年12月期３Ｑ 442,424株 25年12月期 1,162,310株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期３Ｑ 12,387,509株 25年12月期３Ｑ 12,242,680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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでお
ります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想と異なる場合があります。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策を背景に円安・株高基調が継続し、個人消費

や輸出が持ち直すなど緩やかな回復基調となりましたが、一方で円安による原料・原油価格の上昇、海外経済の下

振れによる影響が懸念され、先行き不透明な状況で推移いたしました。

国内農薬業界におきましては、３月までに消費増税前の駈け込み需要が発生し、３月末では業界全体でもかなり

前年を上回る実績でありましたが、４月以降はその仮需要の調整にはしり、９月末ではほぼ前年同期並みの実績と

なっております。その他局地的な豪雨、台風の被害はあったものの、大きな影響はありませんでした。

このような状況のもと、当社グループは、福島第一原発事故の影響で操業停止中の福島工場の代替として昨年完

成した茨城工場を中心に生産体制を確立し、需要期に対応してまいりました。

また当社グループは、農家説明会、展示圃活動などで農家と直接対話をもち、引き続き農家直結の営業方針「ト

ライアングル作戦」（会員店・JA・販売店とカネショウと農家の関係強化を図る施策）を実施し、普及活動に努め

てまいりました。この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は108億１千３百万円（前年同四半期比１

億６千５百万円の増加、前年同四半期比1.6％増）、営業利益は20億４千５百万円（前年同四半期比８億５千４百万

円の増加、前年同四半期比71.8％増）、経常利益は20億８千４百万円（前年同四半期比５億４千３百万円の増加、

前年同四半期比35.3％増）、四半期純利益は15億６百万円（前年同四半期比５億１千３百万円の増加、前年同四半

期比51.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は231億４百万円（前連結会計年度比12億９千７百万円の増加、前

連結会計年度比5.9％増）となりました。これは主に売上増加により売上債権が９億１千６百万円、たな卸資産が

２億６千６百万円増加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60億６百万円（前連結会計年度比４億５千４百万円の減少、前連結

会計年度比7.0％減）となりました。これは主に返済により借入金が２億９千万円、仕入債務が１億５千９百万円

減少したことによるものであります。純資産は170億９千８百万円となりました。その結果、自己資本比率は61.6

％、１株当たり純資産額は1,097円83銭となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年８月14日に公表いたしました「平成26年12月期の連結業績予想」を、平成26年10月に新規に買収いた

しました農薬の売上寄与等が見込めることにより上方修正いたします。

なお、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。

　配当予想につきましては、平成26年９月19日付で東京証券取引所第一部銘柄に指定されましたことを記念して、

平成26年12月期の期末配当金20円と合わせて１株７円の記念配当を実施させていただくことを、平成26年11月６

日開催の取締役会において決議いたしました。この結果平成26年12月期の１株あたりの期末配当金は、普通配当

の20円と合わせて27円となる予想であります。

　 なお、本件につきましては、平成27年３月開催予定の第56回定時株主総会に付議する予定であります。

決算短信 （宝印刷）  2014年11月06日 12時35分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）



アグロ カネショウ株式会社(4955) 平成26年12月期 第３四半期決算短信

3

２．サマリー情報(注記事項)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

　 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。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　 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25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,776,443 12,147,169

受取手形及び売掛金 3,717,691 4,634,660

商品及び製品 1,557,940 1,535,318

仕掛品 90,492 191,118

原材料及び貯蔵品 912,009 1,100,053

為替予約 298,019 －

繰延税金資産 244,335 372,642

その他 88,768 279,808

貸倒引当金 △11,110 △27,202

流動資産合計 18,674,591 20,233,569

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,498,523 1,441,462

機械装置及び運搬具（純額） 451,712 260,640

土地 552,453 552,453

その他（純額） 127,219 110,867

有形固定資産合計 2,629,909 2,365,424

無形固定資産 22,163 28,412

投資その他の資産

投資有価証券 169,839 180,046

繰延税金資産 121,352 108,691

その他 222,611 274,487

貸倒引当金 △32,828 △85,754

投資その他の資産合計 480,974 477,470

固定資産合計 3,133,047 2,871,306

資産合計 21,807,638 23,104,875

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,717,708 1,557,733

1年内返済予定の長期借入金 386,000 310,400

未払法人税等 829,923 840,186

賞与引当金 41,777 116,185

その他 1,015,542 923,209

流動負債合計 3,990,951 3,747,714

固定負債

退職給付引当金 479,477 476,897

役員退職慰労引当金 460,644 482,417

長期借入金 709,400 494,300

その他 820,135 805,272

固定負債合計 2,469,656 2,258,887

負債合計 6,460,608 6,006,601

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 2,086,977

利益剰余金 8,932,675 10,133,571
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自己株式 △459,869 △175,088

株主資本合計 12,092,788 13,854,638

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 60,536 67,130

繰延ヘッジ損益 △11,059 △7,120

為替換算調整勘定 502,395 315,863

その他の包括利益累計額合計 551,873 375,873

少数株主持分 2,702,368 2,867,762

純資産合計 15,347,030 17,098,274

負債純資産合計 21,807,638 23,104,875
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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25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 10,648,221 10,813,773

売上原価 6,370,609 6,220,585

売上総利益 4,277,612 4,593,188

販売費及び一般管理費 3,087,184 2,548,133

営業利益 1,190,428 2,045,054

営業外収益

受取利息及び配当金 11,695 15,843

受取地代家賃 12,078 12,180

為替差益 346,130 9,281

企業誘致奨励金 － 12,560

その他 5,431 2,507

営業外収益合計 375,336 52,372

営業外費用

支払利息 20,847 12,619

その他 3,951 99

営業外費用合計 24,799 12,719

経常利益 1,540,966 2,084,707

特別利益

国庫補助金 － 183,259

受取補償金 57,527 637,398

特別利益合計 57,527 820,657

特別損失

固定資産圧縮損 － 136,527

特別損失合計 － 136,527

税金等調整前四半期純利益 1,598,493 2,768,837

法人税、住民税及び事業税 556,728 1,007,241

法人税等調整額 △182,144 △121,417

法人税等合計 374,584 885,824

少数株主損益調整前四半期純利益 1,223,909 1,883,013

少数株主利益 230,689 376,053

四半期純利益 993,219 1,506,959
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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25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,223,909 1,883,013

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 24,834 6,593

繰延ヘッジ損益 5,323 3,938

為替換算調整勘定 806,303 △310,887

その他の包括利益合計 836,461 △300,355

四半期包括利益 2,060,371 1,582,658

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,507,159 1,330,959

少数株主に係る四半期包括利益 553,211 251,698
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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。

（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。

（重要な後発事象）

当社は、BASF農業関連製品部門本部（以下BASF社）との平成26年10月２日付の譲渡契約に基づき、同日付でBASF

社が保有するフルシトリネート剤（商品名：BASF ペイオフME液剤）に関する登録、登録データ、商標、特許な

どの権利を600,000千円で譲受けました。
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