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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56期
第２四半期
連結累計期間

第57期
第２四半期
連結累計期間

第56期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 5,875,853 5,941,373 11,207,009

経常利益 (千円) 198,947 216,794 286,892

四半期(当期)純利益 (千円) 73,416 90,644 76,823

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 73,792 105,093 98,919

純資産額 (千円) 5,244,465 5,341,375 5,269,459

総資産額 (千円) 9,252,076 9,331,551 8,966,114

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 11.19 13.82 11.71

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 55.9 56.4 57.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △33,472 623,404 △105,413

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △118,180 78,213 △229,041

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △67,446 △113,353 △96,022

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 875,057 1,251,945 663,680

　

回次
第56期
第２四半期
連結会計期間

第57期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 17.32 17.04

(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　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、復興需要等を背景として、緩やかな回復が見られた

ものの、海外経済の低迷や円高の長期化など、先行き不透明な状況で推移しました。

　このような経済情勢のなか、ゴルフ場業界では、ゴルフ場入場者数は震災からの回復による影響や割引

料金などの集客効果により前年度に比べて増加傾向にありましたが、ゴルフ場の経営状況は厳しく、コス

ト削減等経営の合理化が進められております。製紙業界では、紙の国内需要が低迷するなか、円高の影響

もあり輸入紙が増加する等、国内生産は低調に推移しております。土木緑化工事業界では、大都市圏の公

共工事は徐々に発注量が増加する傾向にあるものの、公共・民間工事ともに発注金額の低下による熾烈

な価格競争が続くなど、当社グループを取り巻く事業環境は、依然として厳しい状況にありました。

　このような事業環境のもと、当社グループは、地域に密着した積極的な営業活動を推進し、主力商品の拡

販及び新たな販路の開拓に取り組んでまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は５９億４千１百万円（前年同期比１．１％増）とな

りました。 利益面につきましては、営業利益は２億５百万円（前年同期比６．０％増）、経常利益は２億

１千６百万円（前年同期比９．０％増）、四半期純利益は９千万円（前年同期比２３．５％増）となり

ました。

　当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の概況については、以下のとおりであります。

〔緑化関連薬剤・資材事業〕

ゴルフ場業界の厳しい事業環境のなか、子会社との連携強化による販売体制を一層強化し、ゴルフ

場向けを中心に主力商品や肥料及びその他資材の拡販に努めました。

この結果、当事業の売上高は４４億７千１百万円（前年同期比０．１％増）、営業利益は３億５千

８百万円（前年同期比１２．５％増）となりました。 

〔産業用薬品事業〕

紙の国内需要が低迷するなか、剥離・コーティング剤や異物除去剤は堅調に推移したものの、スラ

イムコントロール剤や防腐剤は低調に推移しました。

この結果、当事業の売上高は８億１千万円（前年同期比２．８％減）、営業利益は４千８百万円

（前年同期比１．２％増）となりました。
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〔土木緑化工事事業〕

公共工事事業は依然として厳しい事業環境下にあるなか、環境・防災関連工事やゴルフ場関連工

事の受注獲得に努めました。

この結果、当事業の売上高は４億３千万円（前年同期比２４．４％増）、営業損失は４千４百万円

（前年同期は営業損失２千１百万円）となりました。 

〔その他〕

その他は、保険代理業・リース業及び食品添加物の販売などで、当事業の売上高は２億２千９百万

円（前年同期比０．５％増）、営業利益は２千２百万円（前年同期比８９．０％増）となりました。

　
(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は９３億３千１百万円で、前連結会計年度末に比べ３億６千５

百万円の増加となりました。 

  これは、流動資産が４億１千４百万円の増加、固定資産が４千９百万円の減少によるものです。 

  負債は３９億９千万円で、前連結会計年度末に比べ２億９千３百万円の増加となりました。 

　これは、流動負債が３億５千８百万円の増加、固定負債が６千４百万円の減少によるものです。 

　純資産は５３億４千１百万円で、前連結会計年度末に比べ７千１百万円の増加となりました。 

　これは四半期純利益９千万円による利益剰余金の増加等によるものです。 

　この結果、自己資本比率は５６．４％となりました。

　
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から５億８千８百万

円増加し、１２億５千１百万円となりました。 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、６億２千３百万円の増加（前年同期は３千３百万円の減少）と

なりました。 

　投資活動によるキャッシュ・フローは、７千８百万円の増加（前年同期は１億１千８百万円の減少）と

なりました。 

　財務活動によるキャッシュ・フローは、１億１千３百万円の減少（前年同期は６千７百万円の減少）と

なりました。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１億２千１百万円であります。
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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 18,000,000

計 18,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年11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 6,691,300 6,691,300
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は1,000株
であります。

計 6,691,300 6,691,300― ―

　

(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24年９月30日 ― 6,691,300 ― 1,102,428 ― 1,328,851

　

EDINET提出書類

株式会社理研グリーン(E02784)

四半期報告書

 5/19



　

(6) 【大株主の状況】

平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

クミアイ化学工業株式会社 東京都台東区池之端１丁目４―26 1,913 28.60

イハラケミカル工業株式会社 東京都台東区池之端１丁目４―26 466 6.98

イハラ建成工業株式会社 静岡県静岡市清水区長崎69―１ 450 6.73

ケイ・アイ化成株式会社 静岡県磐田市塩新田328 266 3.98

柴崎一好 茨城県つくば市 231 3.45

理研グリーン従業員持株会 東京都台東区東上野４丁目８―１ 188 2.82

共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋１丁目18―６ 121 1.81

長澤のり 神奈川県横浜市都筑区 110 1.64

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８―11 100 1.49

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７―１ 80 1.20

計 ― 3,927 58.70

(注)  上記のほか当社所有の自己株式130千株（1.95％）があります。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年９月30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)
(自己保有株式)

―
株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式普通株式 130,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

6,497同上
　 6,497,000

単元未満株式
普通株式

― 同上
　 64,300

発行済株式総数 6,691,300 ― ―

総株主の議決権 ― 6,497 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式797株、証券保管振替機構名義の株式200株が含まれ

ております。
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② 【自己株式等】

   平成24年９月30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(％)

(自己保有株式)
株式会社理研グリーン

東京都台東区東上野４丁
目８―１

130,000― 130,000 1.95

計 ― 130,000― 130,000 1.95

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社理研グリーン(E02784)

四半期報告書

 7/19



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２四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、芙蓉監査法人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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 664,680 1,252,945

受取手形及び売掛金 ※１
 3,110,800

※１
 3,009,187

リース投資資産 235,233 217,782

有価証券 100,592 －

商品及び製品 1,563,426 1,443,580

仕掛品 30,355 47,258

原材料及び貯蔵品 176,848 225,057

未成工事支出金 25,610 162,577

その他 202,850 164,872

貸倒引当金 △10,427 △8,723

流動資産合計 6,099,972 6,514,539

固定資産

有形固定資産

土地 1,141,922 1,141,922

その他（純額） 428,274 413,014

有形固定資産合計 1,570,197 1,554,937

無形固定資産

のれん 101,766 97,140

その他 9,623 10,071

無形固定資産合計 111,389 107,212

投資その他の資産

投資有価証券 275,881 294,309

リース投資資産 352,411 307,518

ゴルフ会員権 250,115 245,845

その他 488,156 489,062

貸倒引当金 △182,009 △181,873

投資その他の資産合計 1,184,555 1,154,863

固定資産合計 2,866,142 2,817,012

資産合計 8,966,114 9,331,551
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※１
 1,824,644

※１
 2,110,571

短期借入金 55,018 －

リース債務 252,534 233,450

未払法人税等 61,550 124,963

賞与引当金 138,030 141,082

その他 353,298 433,496

流動負債合計 2,685,076 3,043,564

固定負債

リース債務 357,620 308,111

退職給付引当金 447,609 464,264

役員退職慰労引当金 146,029 112,470

その他 60,319 61,765

固定負債合計 1,011,579 946,612

負債合計 3,696,655 3,990,176

純資産の部

株主資本

資本金 1,102,428 1,102,428

資本剰余金 1,328,851 1,328,851

利益剰余金 2,732,966 2,790,805

自己株式 △31,526 △31,639

株主資本合計 5,132,719 5,190,445

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 59,009 71,319

その他の包括利益累計額合計 59,009 71,319

少数株主持分 77,730 79,610

純資産合計 5,269,459 5,341,375

負債純資産合計 8,966,114 9,331,551
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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23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 5,875,853 5,941,373

売上原価 4,389,279 4,399,662

売上総利益 1,486,574 1,541,710

販売費及び一般管理費 ※１
 1,292,474

※１
 1,335,868

営業利益 194,099 205,841

営業外収益

受取利息 277 399

受取配当金 2,057 1,412

持分法による投資利益 － 3,183

受取賃貸料 1,227 2,678

貸倒引当金戻入額 － 1,652

雑収入 5,754 4,460

営業外収益合計 9,317 13,786

営業外費用

支払利息 1,379 423

持分法による投資損失 3,058 －

雑損失 30 2,410

営業外費用合計 4,469 2,834

経常利益 198,947 216,794

特別利益

固定資産売却益 181 －

投資有価証券売却益 2,481 －

受取保険金 659 200

特別利益合計 3,322 200

特別損失

固定資産廃棄損 1,125 73

固定資産売却損 5 －

投資有価証券売却損 794 －

投資有価証券評価損 － 1,687

ゴルフ会員権評価損 3,350 1,870

特別損失合計 5,275 3,630

税金等調整前四半期純利益 196,994 213,363

法人税等 120,746 118,582

少数株主損益調整前四半期純利益 76,248 94,780

少数株主利益 2,832 4,136

四半期純利益 73,416 90,644
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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23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 76,248 94,780

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,456 10,312

その他の包括利益合計 △2,456 10,312

四半期包括利益 73,792 105,093

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 73,725 102,953

少数株主に係る四半期包括利益 66 2,140

EDINET提出書類

株式会社理研グリーン(E02784)

四半期報告書

12/19



(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23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30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 196,994 213,363

減価償却費 47,693 53,509

のれん償却額 7,527 4,625

引当金の増減額（△は減少） △56,484 △15,691

受取利息及び受取配当金 △2,334 △1,811

支払利息 1,379 423

持分法による投資損益（△は益） 3,058 △3,183

投資有価証券売却損益（△は益） △1,686 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,687

固定資産売却損益（△は益） △176 －

固定資産廃棄損 1,125 73

売上債権の増減額（△は増加） △29,858 179,986

たな卸資産の増減額（△は増加） △341,915 △82,231

仕入債務の増減額（△は減少） 308,457 285,927

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,098 20,892

その他 △91,419 18,460

小計 51,459 676,031

利息及び配当金の受取額 2,334 2,531

利息の支払額 △1,379 △423

法人税等の支払額 △85,886 △54,734

営業活動によるキャッシュ・フロー △33,472 623,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △101,185 －

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △40,668 △22,133

有形固定資産の売却による収入 514 －

投資有価証券の取得による支出 △977 △970

投資有価証券の売却による収入 33,328 －

貸付けによる支出 △450 －

貸付金の回収による収入 － 112

無形固定資産の取得による支出 △4,866 －

その他 △3,876 1,205

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,180 78,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △23,660 △24,703

短期借入金の純増減額（△は減少） － △50,000

長期借入金の返済による支出 △11,717 △5,018

配当金の支払額 △31,866 △33,518

自己株式の取得による支出 △202 △113

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,446 △113,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △219,099 588,264

現金及び現金同等物の期首残高 1,094,157 663,680

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 875,057

※１
 1,251,945
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【会計方針の変更等】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。

　

【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】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．税金費用の計算 税金費用については、当第２四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。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 117,738千円 113,536千円

支払手形 66,927 〃 42,725 〃

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

販売促進費 52,966千円 56,233千円

旅費交通費 74,135 〃 81,827 〃

運賃保管料 74,951 〃 77,353 〃

報酬・給料 504,160 〃 509,048 〃

法定福利費 84,557 〃 87,040 〃

役員退職慰労引当金繰入額 11,578 〃 13,123 〃

退職給付費用 34,735 〃 32,582 〃

賞与引当金繰入額 107,944 〃 109,292 〃

不動産賃借料 87,567 〃 96,042 〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

現金及び預金 876,057千円 1,252,945千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△1,000 〃 △1,000 〃

現金及び現金同等物 875,057千円 1,251,945千円

　

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．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23年６月29日
定時株主総会

普通株式 32,813 5.00平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．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24年６月28日
定時株主総会

普通株式 32,805 5.00平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30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

　

緑化関連
薬剤・
資材事業
(千円)

産業用薬品
事業
(千円)

土木緑化
工事事業
(千円)

その他
(千円)
(注)１

調整額
(千円)
(注)２

四半期連
結損益計
算書
(千円)
(注)３

　　売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

4,468,135833,382345,640228,695 ─ 5,875,853

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

28,916 ─ 4,100 12,434△45,451 ─

計 4,497,052833,382349,740241,129△45,4515,875,853

　　セグメント利益又は
　　損失(△)

318,46147,729△21,92412,003△162,170194,099

(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、保険代理業・リース業及び食品添加物

・不動産の販売を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△162,170千円は、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。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30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

　

緑化関連
薬剤・
資材事業
(千円)

産業用薬品
事業
(千円)

土木緑化
工事事業
(千円)

その他
(千円)
(注)１

調整額
(千円)
(注)２

四半期連
結損益計
算書
(千円)
(注)３

　　売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

4,471,385810,092430,037229,857 ─ 5,941,373

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

50,717 ─ 1,200 16,508△68,425 ─

計 4,522,102810,092431,237246,365△68,4255,941,373

　　セグメント利益又は
　　損失(△)

358,20848,286△44,93122,683△178,404205,841

(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、保険代理業・リース業及び食品添加物

の販売を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△178,404千円は、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。
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(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は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 11円19銭 13円82銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 73,416 90,644

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) 73,416 90,644

普通株式の期中平均株式数(株) 6,562,082 6,560,710

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(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24年11月８日

株式会社理研グリーン

取締役会  御中

　

芙蓉監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    大    塚    高    徳    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    鈴    木    潤    　    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
会社理研グリーンの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間
(平成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24
年９月30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、四半期連結キャッシュ・フロー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、株式会社理研グリーン及び連結子会社の平成
24年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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