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平成１８年３月期   決算短信（連結） 平成18年５月11日 

会 社 名 朝日工業株式会社                        上場取引所    ＪＱ 
コード番号 ５４５６                            本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.asahi-kg.co.jp） 
代   表   者  役 職 名 代表取締役社長     氏 名  赤松 清茂 
問い合わせ先責任者  役 職 名 常務取締役管理本部長  氏 名  横江 謙司  ＴＥＬ（03）3987－2161 
決算取締役会開催日  平成18年５月11日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 
(1) 連結経営成績                      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
46,147   （11.9）
41,244   （29.5）

百万円   ％
7,424   （38.3）
5,370   （362.6）

百万円   ％
7,225   （41.8）
5,095   （515.2）

 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

株主資本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
4,227   （79.0） 
2,362   （357.3） 

円  銭
63,471  61
40,425  30

円  銭
─
─

％
40.7 
42.1 

％ 
24.8 
18.8 

％
15.7 
12.4 

(注)①持分法投資損益      18年３月期      22百万円   17年３月期      21百万円 
②期中平均株式数（連結）  18年３月期    66,608株     17年３月期    19,480株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
⑤当社は、平成18年１月11日付で１株につき３株の株式分割を行いました。平成18年３月期の１株当たり当期純利益は、平成
17年４月１日に分割が行われたものとして算出しております。また、前事業年度の１株当たり情報は、当該株式分割が前期
首に行われたと仮定して算出しております。 

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
30,288 
27,907 

百万円
13,936 
6,817 

％ 
46.0 
24.4 

円   銭
193,564   54 
113,630   66 

(注)①期末発行済株式数（連結）  18年３月期    72,000株     17年３月期    20,000株 
  ②当社は、平成18年１月11日付で１株につき３株の株式分割を行いました。平成18年３月期の１株当たり株主資本は、平成17

年４月１日に分割が行われたものとして算出しております。また、前事業年度の１株当たり情報は、当該株式分割が前期首
に行われたと仮定して算出しております。 

 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
5,209 
5,458 

百万円
△681 
△1,079 

百万円 
△3,724 
△3,375 

百万円
3,483 
2,663 

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項  
連結子会社数   ５社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   １社 

 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)   １社  (除外)   －社    持分法 (新規)   －社   (除外)   －社 

 
２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
22,000 
46,800 

百万円
2,600 
5,000 

百万円
1,500 
2,900 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）40,277円 78銭 

  
※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な
要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 
 

当社グループは、当社（朝日工業株式会社）、連結子会社５社および関連会社３社により構成されており、農

業資材事業、鉄鋼建設資材事業を主たる業務としております。また従来、「農業資材事業」「鉄鋼建設資材事業」

「その他事業」の３事業に区分しておりましたが、平成１７年１２月８日付にて当社グループの企業理念である

「環境」を業として営む株式会社環境科学コーポレーションの株式を取得したことに伴い、より「環境」の事業

性を明らかにするため、当第３四半期より「農業資材事業」「鉄鋼建設資材事業」「環境サービス事業」「その他

事業」の４事業に区分しております。 
当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 
（１）農業資材事業…………………主要な製品は、肥料、園芸資材、種苗、乾牧草等であります。 

肥料事業……………………関東工場、千葉工場および関西工場において有機肥料を中心とした複合

肥料、過燐酸石灰肥料、熔成燐肥等肥料の製造、販売をしております。 
園芸事業……………………ホームセンター向け、園芸専門店向けの園芸肥料の製造販売および園芸

関連商品の卸売りをしております。 
種苗事業……………………自社開発および海外種苗会社との共同研究により開発した野菜等種子

の生産販売をしております。 
乾牧草事業…………………関連会社であるオーストラリア「JOHNSON ASAHI PTY.LTD.」およびアメ

リカ、カナダから乾牧草の輸入販売をしております。 

＜主要な会社＞ 

当社、株式会社テイ・アンド・アイ、ASAHI INDUSTRIES AUSTRALIA PTY.LTD.、

JOHNSON ASAHI PTY.LTD．、TEC GLOBAL PTY.LTD. 

 
（２）鉄鋼建設資材事業……………主要な製品は、異形棒鋼、構造用鋼、ねじ節鉄筋等であります。 

鉄鋼事業……………………埼玉工場において、異形棒鋼、二次加工用の構造用鋼等の製造販売をし

ております。 
ねじ節鉄筋事業……………埼玉工場において、建設継手工法であるねじ節鉄筋の製造販売および周

辺商品の販売をしております。 
＜主要な会社＞ 
当社、株式会社テイ・アンド・アイ 
 

（３）環境サービス事業……………主要な製品とサービスは、再生骨材と環境計量証明・コンサルタント業

です。 
再生骨材事業………………連結子会社の事業として、建設廃材および木くずの中間処理（破砕）、

再生骨材および木くずチップなどの製造販売をしております。 
環境計量証明  …………連結子会社の事業として、土壌・水・大気など環境に係る調査、アセス 
・コンサルタント事業  メントおよびコンサルタントをしております。 

                ＜主要な会社＞ 
                上武エコ・クリーン株式会社、株式会社環境科学コーポレーション 
 
（４）その他事業……………………主要な製品は、砕石・砕砂等であります。 

砕石・砕砂事業……………連結子会社の事業として、土木建築用の砕石、砕砂の製造販売をしてお

ります。 
＜主要な会社＞ 
上武産業株式会社、株式会社テイ・アンド・アイ 

 
（注）１．上記の他に関連会社であるＲＨＳＪエンタープライズ株式会社は、ＲＨＳ（英国王立園芸協会）ブ

ランド商品の販売、ＲＨＳＪ（英国王立園芸協会日本支部）推奨品のライセンス事業、ＲＨＳＪ運

営の業務受託などの事業をしております。 
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［事業系統図］ 
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

(製造) 関東工場、千葉工場

関西工場

　ホームセンター

商社など

土木会社・建設会
社 など

商社・問屋など

全国農業協同組
合連合会・商社
・種苗会社など

全国農業協同組
合連合会・商社

など

　肥料会社など

　など

官公庁・各民間企
業など

土木会社・建設会
社・畜産業者など

(異形棒鋼、構造用鋼、ねじ節鉄筋)

(原材料)

(RHSブランド品)

その他事業

業務請負・燃料販売事業

株式会社テイ・アンド・アイ (油脂類)

(製造)　埼玉工場

株式会社環境科学コーポレーション

環境サービス事業

(

業
務
請
負
・
燃
料
販
売

)

(

R
H
S
J
推
奨
・
業
務
受
託

)

園芸事業(埼玉事業所)

商社など
＊＊RHSJエンタープライズ株式会社

園芸専門店など

(砕石・砕砂)砕石・砕砂事業

上武産業株式会社

(RHSブランド品仕入)

鉄鋼建設資材事業

鉄鋼事業・ねじ節鉄筋事業

肥料事業

乾牧草事業(埼玉事業所)

種苗事業(埼玉事業所)

(仕入先)＊＊TEC GLOBAL PTY.LTD.

　運用

　出資

(複合肥料、過燐酸石灰肥料、熔成燐肥)

ASAHI INDUSTRIES AUSTRALIA PTY.LTD.

信託ユニット

(仕入先)＊JOHNSON ASAHI PTY.LTD.

農業資材事業、乾牧草事業

(園芸肥料、園芸商品)

(石灰、牛糞、鶏糞)

(種苗)

(種苗)

(乾牧草)

(乾牧草)

当社

農業資材事業

取引先

全国農業協同
組合連合会・
 商社など

(原材料)

再生骨材事業

上武エコ・クリーン株式会社

環境計量証明・コンサルタント事業

（再生骨材・木くずチップ販売）

（建設廃材・木くず処理）

（環境調査・環境アセスメント）

 
 
（注）１．無印 連結子会社 

２．＊印 持分法適用関連会社 
３．＊＊印 持分法非適用関連会社 
４．埼玉工場と関東工場をあわせて、埼玉事業所として呼称しております。 
５．肥料事業３工場の製造業務の一部、および鉄鋼建設資材事業埼玉工場の製造業務、出荷業務の一部を外

注しております。 
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２．経営方針 
 

１．経営の基本方針 
当社グループは、有機肥料を中心とした農業資材事業、異形棒鋼を中心とした鉄鋼建設資材事業、環境計量を中

心とした環境サービス事業、砕石を中心としたその他事業の４つのセグメントからなる複合企業体であります。そ

れぞれの事業においては、農業資材事業では減反進行による肥料需要の減少や原料の高騰、鉄鋼建設資材事業やそ

の他事業における公共投資の抑制など建設需要の低迷、環境サービス事業では需要は増加傾向にあるものの競合の

度合いは激しくなるなど各々の事業のマーケットは厳しい状況にあります。 
このような中でも当社グループは、農業資材事業ではこれまで培ってきた有機肥料の技術をベースにした原料開

発や商品開発、鉄鋼建設資材事業ではねじ節鉄筋や特殊鋼、高張力鋼の開発、環境サービス事業では当期よりグル

ープ化した環境計量証明・コンサルタント事業および再生骨材や木くずのリサイクル事業の推進、その他事業では

より付加価値の高い単粒度砕石・砕砂事業に傾注するなど、それぞれのマーケットのニーズに合致した伸びる分野

への傾斜を進めて参りました。今後ともこれらの方向性を堅持し、肥料事業の高収益体質への転換、鉄鋼事業の収

益安定の維持とともに、戦略的な事業として捉えている園芸事業と種苗事業を拡大していくほか、環境サービス事

業についても、Ｍ＆Ａなどを通じて拡大していく所存です。 
 

２．利益配分の基本方針 
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置づけ、１株当たり年間 3,400円の安定配当を継続的に行
うとともに、当社が属する業界の中での競争に勝ち残るための企業体質の強化と今後の事業展開等に備えるための

内部留保の充実等を勘案しながら、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本としております。 
当期の期末配当金につきましては、上記方針のもと、１株につき普通配当 1,700円に株式上場記念配当 1,700円
を加え、１株当たり 3,400円とさせていただく予定です。 
中間配当金につきましては、すでに、１株につき5,000円お支払しておりますので、年間配当金は１株につき8,400
円（期中において１株を３株の割合で分割したため、当該株式分割が期首に行われたものと算定すると 5,066円 67
銭）となります。 
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、借入金の圧縮や今まで以上のコス

ト競争力の強化、顧客のニーズに応える技術の向上、製品開発体制の強化を図るとともに環境投資の強化や業容拡

大に繋げるよう有効投資してまいりたいと考えております。 
なお、会社法施行後の当社配当方針につきましては、従来どおりの中間期末日及び期末日を基準とした年 2回の
配当を継続し、変更しない予定です。 

 
３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 
当社は、投資単位の引き下げは、個人投資家層の拡大や株式の流動性を図るうえで、資本政策上の重要な課題と

認識しております。 
この方針のもと、平成 17 年 12 月６日開催の取締役会において、株式分割について決議し、平成 18 年１月 11
日付をもって普通株式１株を３株に分割しました。 
今後におきましても同様の方針とし、市場の動向や流動性の向上を勘案し、投資単位の引き下げを検討してまい

ります。 
 
４．目標とする経営指標 
当社は環境業としての成長を目標に効率的な投資、財務戦略などを進めておりますが、そのための安定的かつ継

続的な利益確保の重要性を認識し、特に連結での売上高経常利益率の向上に努めてまいります。 
 
５．中長期的な会社の経営戦略 
日本の経済状況は全般に好転しておりますが、農業関連業界は厳しい環境が続いております。建設分野が主体と

する鉄鋼電炉業界においては需要は当面堅調と予想されるものの、収益を左右する鉄スクラップ価格は海外の需要

動向によるところが大きく不透明な状況が続くものと考えます。そのような中、当社といたしましては以下のよう

な経営基本方針の下、企業価値の増大を図っていきたいと考えております。 
① 戦略事業の推進 
肥料と鉄鋼の収益をベースに、種苗・園芸を戦略的事業として位置付け、業務提携、Ｍ＆Ａなども含めて事
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業の拡大を図ってまいります。また、環境サービス事業についても、Ｍ＆Ａなどを通じて拡大していく所存で

す。 
② 業界再編の核となるよう事業構造の再構築を図るなど諸施策の推進 
各事業分野とも業界再編成の流れが加速しております。その中で、再編成の核となるべく、ＯＥＭ生産、業

務提携等、あらゆる施策を積極的に推進してまいります。 
③ 財務戦略の推進 
グループの資金集約のもと、効率的且つ最大効果を目指した資金調達と運用を進めてまいります。 

④ 効率的な組織運営と人事制度の構築をしてまいります。 
⑤ リサイクル事業の推進および環境に配慮した事業運営、環境調和型の企業マインドの強化を図ってまいりま

す。 
⑥ 「魅力ある朝日工業グループ」の創造。 
上記①～⑥の施策により企業価値を高め、株主および社会の要請に応えられる企業実態を構築してまいりま

す。 
 

６．会社の対処すべき課題 
当社は平成１６年４月に環境を強く意識した新しい企業理念を発表し、また平成１６年１２月には中期環境行動

計画を策定いたしました。環境投資、廃棄物の削減、燃料転換等による地球温暖化ガスの削減、地域とのコミュニ

ケーションなどを盛込んだこの中期環境行動計画を推進し、さらに収益を確保する環境経営を進めることが重点課

題であると認識しております。 
事業別の課題は次のとおりであります。 

（１）農業資材事業 
肥料事業は肥料需要自体の減少はありますが、有機肥料のニーズはさらに高まるものと考えております。当

社は自社原料製造および粒状有機の製造技術という優位性を追求した有機戦略を進め、受託生産の拡大やコー

プケミカル株式会社との包括的な業務提携を軸に、業界再編成の中で当社が有機肥料の生産拠点となるようそ

の位置付けを明確にしていくことが課題であると認識しております。 
園芸事業は団塊の世代がリタイアした後の需要の増加を見越し、全国展開への販売ルートの早期開拓とブラ

ンド戦略の展開が課題であると認識しております。 
種苗事業では、ポスト トウモロコシ「味来」の確立と自社ブランド品種の販売比率を高めること、乾牧草
事業では安定した購入先と販売先の構築のもと、量の拡大とともに収益を確保できる体制作りが課題であると

認識しております。 
（２）鉄鋼建設資材事業 

鉄鋼電炉業界の事業収益は、製品、鉄スクラップなどの需給バランスにより大きく変動する要素を備えてお

ります。世界的に鉄鋼需要が拡大しているものの、従来、鉄鋼製品輸入国であった中国の需給調整によって過

剰品の輸出転化局面も見られるようになりました。国内では自動車、建機などの需要好調が続き設備投資が伸

びているほか、首都圏の建設需要の堅調さはあるものの、生産能力が需要を上回る状況はかわらず、需要に見

合った供給体制とすることが必要です。 
当社といたしましては、国内の需給バランスをみながら需要に見合った生産、出荷体制を維持し価格優先販

売を展開してまいります。一方、鉄スクラップ市況動向は、国際価格に連動し先の読めない状況が続いている

ことなどもあり、１０億円のコスト削減を目指すコストダウンプロジェクトは平成 18 年度達成を目標に推進
を強化するなどコストダウン施策による収益の安定化を図ってまいります。また、当社の特徴となっている多

品目展開につきましては今後も継続、さらにねじ節鉄筋およびその周辺商品の品揃えの充実、高張力鋼、構造

用鋼の特殊鋼マーケットでの拡販を推進し、それらの販売比率を高めることが課題であると認識しております。 
 （３）環境サービス事業 
    再生骨材事業におきましては、特に木くず集荷量の拡大と木くずチップを利用した緑化資材やその他マテリ 

アルリサイクルの確立が事業収益の拡大と安定化の最重要課題であると認識しております。 
    新たに加わった環境計量証明・コンサルタント事業におきましては、コスト競争力を高め、官需偏重の受注

体質から民間需要の分野へも積極的に受注拡大を図るほか、全国レベルでの需要圏に対する拠点作りなどによ

る事業拡大が課題であると認識しております。 
（４）その他事業 
   砕石・砕砂事業においては首都圏マーケットの受注拡大と副産物利用による商品開発を進めること、業務請

負・燃料販売事業においてはグループ内外のニーズに対応した新たな事業構築が課題であると認識しておりま



 - 6 -

す。 
 
７．親会社等に関する事項 
該当事項はありません。 
 

８．内部管理体制の整備・運用状況 
（１）内部牽制組織、組織上の業務部門および管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の

整備の状況 
当社は、諸規程の整備や社長直属の監査室の設置などを行い、組織的な業務運営を行える体制を構築して

まいりました。特に、内部監査については、監査役や会計監査人との連携のもとに計画的に会計監査、業務

監査あるいは臨時の監査を実施することで、内部管理体制構築のための一助となってきたと考えております。

また、当社独自の組織として企業理念に掲げた「環境」や安全を全社的に推進するため、平成 17 年 3 月 1
日に環境安全管理室を設置しました。 
当社は、経営管理体制として、取締役会や経営会議の運営のほか、拡大経営会議、人材開発委員会、設備

投資委員会、コンプライアンス委員会などの諸会議体を設置し、経営上重要な事項について議論を尽くし、

合理的な判断や相互の牽制を図るなどして経営管理の強化を図っております。 
当社役員の構成は、代表取締役会長、代表取締役社長のもと、役付取締役として専務取締役１名、常務取

締役３名を選任し、それぞれ３つの本部（農業資材、鉄鋼建設資材、管理）と、監査室や環境安全管理室な

どの内部管理、牽制機能の部署を担当しております。また、その他取締役として２名、監査役として常勤監

査役２名、非常勤監査役２名（社外監査役）の４名体制となっており、当社の経営が適切に行われる陣容と

なっております。 
監査役監査の状況は、常勤監査役が取締役会、経営会議、拡大経営会議、人材開発委員会、設備投資委員

会、コンプライアンス委員会等の諸会議体に出席し、質問や意見聴取、意見具申等を行っております。また、

監査室の実査業務への同行や内部監査の報告会への出席、監査法人の監査計画書の説明や監査結果の評価聴

取、監査役協議会の開催などを通じ、監査室や監査法人と連携して取締役の業務執行に対する牽制機能を発

揮していると考えております。尚、上場企業としてより監査役の機能を強化していくことが重要であるとの

考えから、平成 17年 6月 17日開催の株主総会をもって常勤監査役を１名増員するにあたって、取引先金融
機関から人材を招聘しました。 
また、社内規程につきましては、ジャスダック証券取引所に上場するに際し、すべての規程につき見直し

および整備を行いました。 
なお、当社の組織概要図は次のとおりです。 

株　主　総　会

監査役

取　締　役　会

会　　長

監査役会

社　長

農業資材本部

広
　
報
　
室

監　査　室

鉄鋼建設資材本部

企
　
画
　
室

管　理　本　部

経
理
財
務
部

総
務
人
事
部

環
境
安
全
管
理
室
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（２）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況。 
社内規程については、株式会社ジャスダック証券取引所に上場するに際し、全ての規程につき見直しおよ

び整備を行いました。 
平成 17年 6月 17日開催の株主総会をもって常勤監査役を１名増員いたしました。 
内部監査の実施状況については、年間監査計画に基づいて、子会社を含めた全ての部門を対象に内部監査

を行いました。 
 

 
９．その他、会社の経営上の重要な事項 
該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 
１．経営成績 

当連結会計年度における日本の経済状況は、各企業の好調な業績に支えられ、意欲的な企業の設備投資や明るい

兆しの見える個人消費など景気回復基調が鮮明となりました。これらの状況のもと、当社業績も順調に推移し農業

資材事業での有機肥料を中心とした販売数量の増加、鉄鋼建設資材事業での製品販売価格の安定推移、期中から新

たにグループ入りした株式会社環境科学コーポレーションの損益加算などにより、当連結会計年度における売上高

は 46,147百万円（前連結会計年度比 11.9％増）、営業利益は 7,424百万円（前連結会計年度比 38.3％増）、経常利
益は 7,225百万円（前連結会計年度比 41.8％増）、当期純利益は 4,227百万円（前連結会計年度比 79.0％増）とな
りました。 
また、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（１）農業資材事業 
肥料事業では有機肥料の拡大路線のもと業務提携先であるコープケミカル株式会社等の OEM生産、販売が拡
大推移いたしましたが、一方コストの面では期中で原料高騰による影響を受けました。園芸事業では企画商品

の推進によりホームセンター等への販売拡大となりましたが、種苗事業では大玉トマトの販売計画の遅れや主

力商品であるトウモロコシ種子「味来」の販売伸び悩みなどの影響がでております。乾牧草事業は豪州など生

産国の天候不順により取扱量の減少と仕入価格高騰の影響を受けるところとなりました。その結果、売上高は

11,434百万円（前連結会計年度比 8.9％増）、営業利益は 231百万円（前連結会計年度比 31.7％減）となりまし
た。 

（２）鉄鋼建設資材事業 
鉄鋼事業では平成 17年 3月期までに進めた製品価格の値戻し以降、安定価格での販売に努めるとともに異形
棒鋼での高張力鋼拡大、特殊鋼を中心とした構造用鋼の拡大を推進いたしました。また鉄スクラップ価格は高値

推移を予想しておりましたが、中国での鉄鋼製品の需給調整等により東アジア地域の鉄スクラップ価格が比較的

安定したことなどもあり、国内価格も予想より安値で推移いたしました。ねじ節鉄筋事業は、拡販を目指し周辺

商品の開発および改善改良を進めています。販売数量については、価格優先販売を推進したことにより前年同期

比微減となりました。その結果、売上高は 32,377百万円（前連結会計年度比 11.7％増）、営業利益は 7,946百万
円（前連結会計年度比 40.9％増）となりました。 

（３）環境サービス事業 
当社グループは企業理念に基づき「環境」を強く意識した事業戦略を推進する中で、環境計量証明・コンサル

タント事業を行う株式会社環境科学コーポレーションをグループに加え、期中より損益合算することとなりまし

た。また、同セグメントの位置付けとした上武エコ・クリーン株式会社においては建設廃材の集荷とリサイクル

製品の販売が増加いたしました。その結果、売上高は 760百万円（前連結会計年度比 223.8％増）、営業利益は 3
百万円（前連結会計年度比 26.8％増）となりました。 

（４）その他事業 
砕石・砕砂事業を行う上武産業株式会社では首都圏などへの販路拡大を進めてまいりました結果、単粒度砕

石および砕砂が売上増加となりました。また当社の業務請負を主業務とする株式会社テイ・アンド・アイにお

いても売上が拡大いたしました。その結果、売上高は 1,657百万円（前連結会計年度比 4.1％増）、営業利益は
166百万円（前連結会計年度比 59.5％増）となりました。 

 
２．財政状態 
当連結会計年度における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 819 百万
円増加の 3,483百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の
とおりであります。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、5,209百万円（前連結会計年度に比べ 4.6％減）となりました。これは主とし
て、税金等調整前当期純利益が 7,049百万円となったことと、法人税等の支払額が 2,787百万円となったこと等
によるものであります。 

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入 388百万円、有形固定資産、無形固定
資産等の取得に伴う支出 961百万円等により、681百万円の資金支出（前連結会計年度に比べ 36.9％支出減）と
なりました。固定資産等の取得の主な内容は、各工場の生産設備の維持更新投資によるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,724百万円の資金支出（前連結会計年度に比べ 10.3％支出増）とな
りました。主な内容は、株式発行による収入 2,969百万円、長期借入金による収入 540百万円に対し、配当金の
支払い 319百万円、長期短期借入金の返済 6,874百万円の資金支出によるものであります。 

 
当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 16年３月期 平成 17年３月期 平成 18年３月期 
株主資本比率（％） 16.8 24.4 46.0 
時価ベースの株主資本比率

（％） 
─ ─ 136.7 

債務償還年数（年） 4.3 1.8 0.7 
インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
7.3 21.3 36.6 

株主資本比率：株主資本／総資産 
時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。 
※当社は、平成 17年９月 13日をもってＪＡＳＤＡＱ市場に株式を上場いたしましたので、平成 16年３月期およ
び平成 17年３月期の時価ベースの株主資本比率については、記載しておりません。 
※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 
※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている｢営業活動によるキャ

ッシュ・フロー｣及び｢利息の支払額｣を用いております。 
 
３．次期の見通し 
次期の見通しにつきましては、日本経済は、好調な企業業績のもと首都圏を中心とした高層マンション等の高層

ビルの建設や民間設備投資が引き続き堅調で、また雇用情勢の回復基調もあって個人消費にも底固さが見られるこ

とから、安定的な成長を維持できるものと期待されます。 
一方、日本の農業は、生産基盤の脆弱化が進む中で、大型農家の育成や企業による農業分野への参入、農業法人

化の推進の動き、農業の競争力強化に向けた資材費低減の動きなど農業を取り巻く環境は大きく変化しつつありま

す。また、世界的な肥料需要の増加や原油価格の上昇を受け、肥料原料価格は引き続き上昇するものと想定されま

す。 
このような状況の中で当社の農業資材事業は、消費者の食の安全・安心への根強いニーズに対応した有機肥料の

生産・販売に注力し、新たな商品開発、原料開発を進めるとともに、当社の強みを活かした有機肥料での OEM生
産の拡大、コープケミカル株式会社との生産・販売・開発での業務提携による競争力の強化、さらには関東工場、

千葉工場、関西工場の３工場の効率的な運営体制の構築やコストダウン運動の継続的推進に努める考えです。 
園芸事業については、従来の家庭園芸肥料に加え、ジョーロやスコップなど園芸グッズによる自社ブランドの確

立（「Organic Handmade Life」）などにより総合家庭園芸資材メーカーを目指してまいります。種苗事業について
は、自社開発商品の販売拡大や特徴ある商品の導入販売などにより拡大してまいります。乾牧草事業については、

新たな販売ルートの確立により数量の拡大を目指します。 
鉄鋼建設資材事業は、製品需要については底固いものがあると考えられ、比較的堅調な市場環境で推移するもの

と考えられますが、原材料の動向については世界的な素材需要の増加基調や原油価格の上昇もあって、価格は上昇

するものと考えられます。また、平成１８年３月期において安定推移した主原料の鉄スクラップについても、海外

での需要増加が想定され、価格は上昇するものと考えられます。 
このような中、当社は異形棒鋼における高張力鋼、ねじ節鉄筋、構造用鋼における特殊鋼など、より付加価値の

高い製品の拡大や、現在展開しているコストダウンプロジェクトの推進により、収益の安定化や競争力の強化を目

指して行きます。 
また、平成１７年１２月にグループ化した株式会社環境科学コーポレーションによる環境分析・アセスメントな

どの環境サービス事業については、当社の経営資源を活かした取引先や営業地域の拡大を図り、売上を拡大してま

いります。 
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その結果、次期の通期の見通しにつきましては、売上高は 46,800 百万円、経常利益は 5,000 百万円、当期純利
益は 2,900百万円を見込み、配当につきましては、１株当たり年間 3,400円を予定しております。 

 
４．事業等のリスク 
当社グループの事業展開その他に関するリスク要因について、主なものを以下に記載しております。また、必ず

しも事業上のリスクに該当しない事項につきましても、投資者の判断上重要と考えられる事項につきましては、投

資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、本項において将来に関する事項が含まれてお

りますが、当該事項は決算短信提出日（平成 18年 5月 11日）現在において判断したものであります。 
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める

所存です。 
 
（１）当社グループの事業の特徴について 

当社グループは、農業資材事業と鉄鋼建設資材事業（電炉事業）という異なる事業を２つの柱とした事業

構造を有しております。鉄鋼建設資材事業は製品、原材料とも市況性を有し市況によって経営成績が大きく

変動するという特性を持っていますが、比較的収益の安定してきた農業資材事業との２つの事業を併せもつ

ことにより、平成４年の分社による新会社設立以来、継続して経常黒字を計上するなど利益の安定化を図る

ことができました。しかし一方では鉄鋼業界の好調時には他の電炉メーカーと、鉄鋼業界の不調時には他の

肥料メーカーと比較して利益率などの点で劣る場合も出てまいります。 
鉄鋼建設資材事業は、市況性のある事業特性の中においても、安定した利益を目指すことを経営方針とし

ているため、通常の異形棒鋼のほか構造用鋼、ねじ節鉄筋など製品の多品種化を進めてきました。その結果、

販売先についても建設向けのみならず自動車部品や機械部品メーカー向けなど多様化されてきております。

したがって、他の建設向け鋼材を主とした電炉メーカーと比べて、利益率などの経営成績の安定化が図れて

おりますが、建設向け鋼材等の好調時には鉄鋼建設資材事業単独で見ても、他の電炉メーカーより利益率な

どが劣る場合があります。 
当社グループとしては、上記のような利益の安定化を図ることを今後とも経営方針として継続していく考

えです。 
 

（２）業績の変動について 
当社グループの主要事業である鉄鋼建設資材事業（当連結売上高の 70.2%）は、製品、原材料とも国内外

の市況に大きく影響されます。したがって、製品価格が下落した場合や原材料価格上昇分を製品価格に転嫁

できない場合などには業績に大きな影響を与える可能性があります。また、近年では農業資材事業の肥料事

業においても世界的な原料需給のタイト化や為替変動などにより、肥料原料価格を押し上げる状況となる一

方、製品への価格転化は抑えられるなど業績に影響を与える要因となっております。 
 
（３）天候による影響について 

農業資材事業における肥料事業（当連結売上高の 19.3%）では、作物の生育に合わせて肥料が使用される
ため、使用時期に冷夏、旱魃、長雨等の異常気象等が発生した場合、業績が大きく落ち込む可能性がありま

す。乾牧草事業（当連結売上高の 3.3%）では、オーストラリアにおける合弁会社からの輸入販売を主力と
しているため、現地での旱魃や収穫時の降雨などにより収穫量および品質が大きく影響されるなど、天候の

影響により業績が変動いたします。 
 

（４）特定の取引先等への高い依存度について 
農業資材事業の売上高の 69.2％は、全国農業協同組合連合会（全農）に対するもので、全農との取引は製
品の販売だけでなく原材料の取引においても大きなウェイトを占めております。全農とは基本的に年１回製

品及び原材料の価格について契約を締結しておりますが、納入数量等に関する長期契約は締結しておりませ

ん。全農の農業分野における影響力や信用力、長年の取引の経緯から見て長期契約の有無に関わらず安定的

な取引先として考えておりますが、全農の組織改編や経営方針の変更があった場合、業績に大きな影響があ

ると考えられます。 
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（５）生産設備の事故・故障について 
当社の中心事業である鉄鋼建設資材事業は、電炉、連続鋳造機、圧延機とも１ラインで構成されておりま

す。したがって、一部の設備の事故・故障により長期間全面的に操業停止となることも想定されます。当社

においては予防保全や予備品の保有など設備メンテナンス・維持に努めておりますが、火災、風水害などの

災害や突発的事故等により、場合によっては長期間生産停止を余儀なくされ、業績に大きな影響を与える可

能性があります。 
 

（６）特定の法的規制等の影響について 
農業資材事業の肥料事業については、肥料取締法に基づき生産、販売に係る諸届けが必要なほか、生産銘

柄の登録、使用可能原料などの規定がされております。現時点までに肥料の製造・販売に係る業務の継続や

銘柄登録の継続ができなくなったことはありませんが、肥料取締法に基づく行政処分や法令違反があった時

には肥料の製造・販売に係る業務の継続や銘柄登録の継続ができなくなる場合があり、業績に大きな影響を

与える可能性があります。 
また現在は、食の安全性や環境問題への影響等が重要視されており、重金属関係の含有量などを中心とし

た利用可能肥料原料への規制が強化される方向にあります。規制の方向によっては、現在使用している原料

が使用できなくなり、代替原料への転換や原料の不足による原料価格のアップなどの影響が考えられます。

最近においては平成 14年 3月期に発生した BSE（牛海綿状脳症）問題により、従来肥料原料として使用し
ていた牛由来の輸入骨粉などが使用できなくなりました。また、それらの原料を使用した製品の販売もでき

なくなり、製品等については焼却処分することとなりました。このような食や農業に関する社会的問題が発

生した場合にも規制が強化されることなどにより、業績に大きな影響を与える可能性があります。 
このほか、肥料事業においては産業廃棄物を処理し有機肥料の原料として利用しておりますが、この原料

化は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処分業許可（有効期限平成 21 年２月 21 日）を得

て行っているため、現時点までに同法の違反行為等を行ったことはありませんが、同法の違反行為等を行っ

た時に許可が取消となる場合があり、代替原料への転換や原料の不足による原料価格のアップなどの影響に

よって業績に大きな影響を与える可能性があります。 
一方、鉄鋼建設資材事業における鉄鋼製品は、工業標準化法に基づくＪＩＳ規格表示許可を得た製品であ

り、現時点までに同法の違反行為等を行ったことはありませんが、同法の法令違反や同法に基づく立入検査

等によって技術的生産条件が適正でないと認められた時、許可が取消となる場合があり、その際には製品の

販売に大きな支障が生じることによって業績に大きな影響を与える可能性があります。 
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４．時価発行増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 
 
当社は平成17年９月13日のジャスダック証券取引所上場に際し、公募増資により2,992百万円（払込金額の総額）
を調達いたしました。なお、資金使途計画及び資金充当実績は概略以下のとおりであります。 
（１）資金使途計画 

調達資金は全額借入金返済に充当する計画であります。 
（２）資金充当実績 

平成17年９月12日を払込期日とする時価発行公募増資の資金使途は概ね計画どおりに進行し、グループ全体の
短期借入金の返済を実施いたしました。 
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５．連結財務諸表等 
 (1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  2,673,969 3,533,268  

２．受取手形及び売掛金  7,016,055 7,665,432  

３．たな卸資産  4,625,774 4,899,597  

４．繰延税金資産  236,696 337,073  

５．その他  228,080 151,599  

貸倒引当金   △12,348 △9,047  

流動資産合計  14,768,228 52.9 16,577,922 54.7 1,809,694

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※２ 6,072,553 6,368,638   

減価償却累計額  3,153,824 2,918,728 3,343,392 3,025,246  

(2）機械装置及び運搬

具 
※２ 17,079,142 17,565,194   

減価償却累計額  12,396,928 4,682,213 12,713,942 4,851,251  

(3）土地 ※２ 2,513,858 2,608,545  

(4）建設仮勘定  47,846 159,098  

(5）その他 ※２ 2,012,966 2,429,170   

減価償却累計額  1,089,745 923,221 1,465,497 963,672  

有形固定資産合計  11,085,868 39.7 11,607,814 38.3 521,946

２．無形固定資産    

(1）連結調整勘定  ― 115,321  

(2）その他  218,142 198,899  

無形固定資産合計  218,142 0.8 314,220 1.0 96,078

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※１ 1,633,409 1,520,085  

(2）その他  199,611 259,666  

貸倒引当金   △4,587 △7,717  

投資その他の資産合計  1,828,434 6.6 1,772,034 5.9 △56,399

固定資産合計  13,132,444 47.1 13,694,069 45.2 561,624

Ⅲ 繰延資産    

１．新株発行費  ― 14,911  

２．社債発行費  6,868 1,267  

繰延資産合計  6,868 0.0 16,178 0.1 9,310

資産合計  27,907,540 100.0 30,288,170 100.0 2,380,630
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金   6,948,576 6,996,234  

２．短期借入金 ※２  3,387,000 180,000  

３．１年以内返済予定

の長期借入金 
※２  2,986,929 1,880,207  

４．１年以内償還予定

の社債 
  40,000 80,000  

５．未払法人税等   1,241,906 1,359,436  

６．賞与引当金   323,641 439,862  

７．その他   1,430,940 2,016,373  

流動負債合計   16,358,993 58.6 12,952,113 42.8 △3,406,879

Ⅱ 固定負債     

１．社債   360,000 280,000  

２．長期借入金 ※２  3,033,345 1,483,018  

３．繰延税金負債   236,045 278,857  

４．退職給付引当金   819,468 1,082,946  

５．役員退職慰労引当金   281,848 274,588  

固定負債合計   4,730,706 17.0 3,399,409 11.2 △1,331,296

負債合計   21,089,700 75.6 16,351,523 54.0 △4,738,176

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※４  1,000,000 3.6 2,190,000 7.2 1,190,000

Ⅱ 資本剰余金   ― ― 1,802,000 5.9 1,802,000

Ⅲ 利益剰余金   5,567,076 19.9 9,474,792 31.3 3,907,716

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 
  222,616 0.8 423,802 1.4 201,186

Ⅴ 為替換算調整勘定   28,146 0.1 46,051 0.2 17,904

資本合計   6,817,839 24.4 13,936,646 46.0 7,118,807

負債資本合計   27,907,540 100.0 30,288,170 100.0 2,380,630
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(2）連結損益計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 

対前年比

 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円）

Ⅰ 売上高  41,244,822 100.0 46,147,870 100.0 4,903,047

Ⅱ 売上原価  29,843,647 72.4 32,119,930 69.6 2,276,283

売上総利益  11,401,175 27.6 14,027,939 30.4 2,626,764

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 6,030,953 14.6 6,603,297 14.3 572,344

営業利益  5,370,221 13.0 7,424,642 16.1 2,054,420

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  5,324 3,538   

２．受取配当金  1,119 1,916   

３．持分法による投資利

益 
 21,677 22,589   

４．役員保険解約返戻金  17,583 11,887   

５．仕入割引  17,310 16,333   

６．その他  23,191 86,207 0.2 19,527 75,793 0.2 △10,414

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  266,709 157,931   

２．売上割引  72,079 80,415   

３．その他  21,873 360,662 0.9 36,827 275,174 0.6 △85,488

経常利益  5,095,766 12.3 7,225,260 15.7 2,129,493

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  10,205 18   

２．その他  244 10,450 0.0 3,783 3,802 0.0 △6,647

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産処分損 ※３ 272,637 144,916   

２．減損損失 ※４ 478,588 ―   

３．その他  46,370 797,597 1.9 34,501 179,418 0.4 △618,178

税金等調整前当期

純利益 
 4,308,619 10.4 7,049,644 15.3 2,741,024

法人税、住民税及

び事業税 
 2,110,209 2,952,328   

法人税等調整額  △164,044 1,946,164 4.7 △130,401 2,821,927 6.1 875,762

当期純利益  2,362,454 5.7 4,227,716 9.2 1,865,262
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(3）連結剰余金計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高   ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

増資による新株の発行   ― 1,802,000 1,802,000 1,802,000 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   ―  1,802,000 1,802,000 

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   3,304,621  5,567,076 2,262,454 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

当期純利益  2,362,454 2,362,454 4,227,716 4,227,716 1,865,262 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

配当金  100,000 100,000 320,000 320,000 220,000 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   5,567,076  9,474,792 3,907,716 
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・

フロー 
    

税金等調整前当期純利益  4,308,619 7,049,644  

減価償却費  1,112,384 989,863  

貸倒引当金の増加額  

(△減少額） 
 5,167 △2,480  

受取利息及び受取配当金  △6,444 △5,455  

支払利息  266,709 157,931  

持分法による投資利益  △21,677 △22,589  

有形固定資産処分損益  272,394 144,916  

減損損失  478,588 ―  

投資有価証券売却損益  △9,369 11,789  

投資有価証券評価損  29,582 2,374  

繰延資産償却  5,599 13,056  

賞与引当金の増加額  66,401 68,489  

退職給付引当金の増加額  162,902 211,814  

役員退職慰労引当金の増

加額(△減少額) 
 47,075 △10,212  

売上債権の増加額  △985,846 △339,847  

たな卸資産の増加額  △505,936 △260,375  

その他流動資産の減少額  19,680 79,092  

仕入債務の増加額（△減

少額） 
 1,523,000 △37,310  

その他流動負債の増加額  135,173 96,927  

その他  17,758 △39,106  

小計  6,921,765 8,061,548 1,139,782 

利息及び配当金の受取額  52,955 78,143  

利息の支払額  △255,869 △142,401  

法人税等の支払額  △1,260,791 △2,787,821  

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 5,458,059 5,209,469 △248,590 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・

フロー 
    

固定性預金の預入による

支出 
 △10,000 △50,000  

固定性預金の払戻による

収入 
 10,000 10,000  

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △1,161,527 △915,004  

有形固定資産の売却によ

る収入 
 489 ―  

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △86,508 △46,604  

役員保険積立による支出  △14,378 △7,448  

投資有価証券の取得によ

る支出 
 △90,351 △1,103  

投資有価証券の売却によ

る収入 
 278,184 388,018  

連結範囲変更子会社株式

取得 
 ― △59,083  

その他  △5,214 △97  

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △1,079,306 △681,323 397,982 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー 
    

短期借入金の純減少額  △1,629,000 △3,677,000  

長期借入れによる収入  1,595,000 540,000  

長期借入金の返済による

支出 
 △3,438,081 △3,197,049  

社債の発行による収入  196,200 ―  

自己株式の売却による収

入 
 146,100 ―  

自己株式の取得による支

出 
 △146,100 ―  

社債の償還による支出  ― △40,000  

配当金の支払額  △100,000 △319,986  

株式の発行による収入  ― 2,969,632  

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △3,375,881 △3,724,402 △348,521 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
 91 15,555 15,464 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

又は減少額（△） 
 1,002,963 819,298 △183,665 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
 1,661,006 2,663,969 1,002,963 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残

高 
※ 2,663,969 3,483,268 819,298 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数   4社 

連結子会社の名称 

  上武産業株式会社 

  上武エコ・クリーン株式会社 

  株式会社テイ・アンド・アイ 

ASAHI INDUSTRIES AUSTRALIA 

PTY.LTD. 

 

(1)連結子会社の数   5社 

連結子会社の名称 

  上武産業株式会社 

  上武エコ・クリーン株式会社 

  株式会社テイ・アンド・アイ 

ASAHI INDUSTRIES AUSTRALIA 

PTY.LTD. 

株式会社環境科学コーポレーション

 

なお、環境科学コーポレーション

については、当期新たに株式を取得

したことから、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法適用の関連会社の数  1社 

持分法適用の関連会社の名称 

JOHNSON ASAHI PTY.LTD. 

(2)持分法を適用していない関連会社（ 

RHSJｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱、TEC GLOBAL 

PTY.LTD.）は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しております。 

(1)持分法適用の関連会社の数 同 左 

持分法適用の関連会社の名称 

同 左 

(2)       同 左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、ASAHI INDUSTRIES 

AUSTRALIA PTY.LTD.の決算日は６月30日

であります。 

連結財務諸表の作成に当っては、同社

の12月31日現在での仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。ただし、1月1

日から連結決算日3月31日までの期間に

発生した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。 

 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

 

 

 

(1)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)を採用して

おります。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

ロ デリバティブ 

時価法を採用しております。 

ハ たな卸資産 

月別総平均法による原価法を採用

しております。 

 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同 左 

 

ロ デリバティブ 

同 左 

ハ たな卸資産 

同 左 

 

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

イ 有形固定資産 

当社は定額法、国内連結子会社

は定率法を採用しております。 

   (但し、国内連結子会社は平成10

年４月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)は定額法によっ

ております。)なお、主な耐用年

数は次のとおりであります。 

    建物及び構築物   25～55年

    機械装置及び運搬具 10～14年

ロ 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

   なお、自社利用のソフトウェアに

ついては社内における見込利用可

能期間(5年)による定額法を採用

しております。 

 

イ 有形固定資産 

当社は定額法、国内連結子会社

は定率法を採用しております。 

   (但し、国内連結子会社は平成10

年４月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)は定額法によっ

ております。)なお、主な耐用年

数は次のとおりであります。 

    建物及び構築物   25～55年

    機械装置      10～14年

ロ 無形固定資産 

同 左 

 

(3)重要な繰延資産の処理方

法 

  社債発行費 

３年間で均等償却しております。

  社債発行費 

3年間で均等償却しております。 

  新株発行費 

3年間で均等償却しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4)重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社は、売

上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については、

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は、従

業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づ

き当連結会計年度の負担額を計上

しております。 

ハ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末日における

退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異につ

いては、主として15年による按分

額を費用処理しております。 

過去勤務債務は、発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定

年数(15年)による按分額を費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員平

均残存勤務期間以内の一定年数(5

年)により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え

て、当社及び国内連結子会社は内

規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

 

イ 貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

ロ 賞与引当金 

同 左 

 

 

 

 

ハ 退職給付引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 役員退職慰労引当金 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(5)重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同 左 

 

(6)重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、金利スワップについて特

例処理の条件を充たしている場合に

は特例処理を採用しております。 

 

 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段は以

下のとおりであります。 

ヘッジ手段･･･金利スワップ 

ヘッジ対象･･･借入金 

 

ハ ヘッジ方針 

金利リスクの低減のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っておりま

す。 

 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対

象の元本は金額、契約期間とも一致

しており、金利スワップ特例処理の

要件に該当すると判断されるため、

当該判定をもって有効性の判定に代

えております。 

 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、為替変動リスクのヘッジ

について振当処理の要件を充たして

いる場合には振当処理を、金利ス

ワップについて特例処理の条件を充

たしている場合には特例処理を採用

しております。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段は以

下のとおりであります。 

ヘッジ手段･･･金利スワップ、為替

予約 

ヘッジ対象･･･借入金、買掛金 

ハ ヘッジ方針 

金利リスクの低減ならびに為替の

変動リスクを管理する目的として、

対象債務の範囲内でヘッジを行って

おります。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ取引は、ヘッジ手段

の想定元本とヘッジ対象の元本は金

額、契約期間とも一致しており、金

利スワップ特例処理の要件に該当す

ると判断されるため、当該判定を

もって有効性の判定に代えておりま

す。また、為替予約取引は、外貨建

による同一金額、同一期日の予約を

振当てているため、その後の為替変

動による相関関係は完全に確保され

ているので、決算日における有効性

の評価は省略しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(7)その他の連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

 

同 左 

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

 

同 左 

 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定の償却については、５

年間の均等償却を行っております。 

 

同 左 

 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成してお

ります。 

 

同 左 

 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ケ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

 

同 左 
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会計処理の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準(｢固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書｣(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び｢固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針｣(企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日)が平成16年３月31日に終了する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用できることになったこ

とに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同適用

指針を適用しております。これにより、税金等調整前

当期純利益は、478,588千円減少しております。なお、

減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

――――― 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式）       291,482千円 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式）       244,819千円 

※２．担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

   建物      2,272,546千円 (1,983,074) 

   構築物      428,724   ( 422,253) 

   機械装置    4,280,669   (4,280,669) 

   工具器具備品   125,505   ( 122,313) 

   土地      2,361,012   ( 533,904) 

  ―――――――――――――――――――――――

     計     9,468,458   (7,342,216) 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

   短期借入金   2,195,000千円 (1,665,000) 

   長期借入金(1年以内返済予定) 

           2,781,745   (2,249,625) 

   長期借入金   2,914,850   (2,554,760) 

  ―――――――――――――――――――――――

     計     7,891,595   (6,469,385) 

 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。 

 

※２．担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

   建物      1,890,884千円 (1,611,605) 

   構築物      370,891   ( 367,256) 

   機械装置    3,947,064   (3,947,064) 

   工具器具備品   121,584   ( 118,414) 

   土地       848,645   ( 533,291) 

  ―――――――――――――――――――――――

     計     7,179,070   (6,577,633) 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

   長期借入金(1年以内返済予定) 

           1,845,360   (1,517,640) 

   長期借入金   1,471,990   (1,244,120) 

  ―――――――――――――――――――――――

     計     3,317,350   (2,761,760) 

 

 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。 

 

 ３．保証債務 

   銀行借入に対する保証債務 

   日本ヨルダン肥料株式会社 

          （1,652千US＄)  177,491千円 

   JOHNSON ASAHI PTY.LTD. 

          （1,500千A＄）  124,320 

   従業員              26,108 

  ―――――――――――――――――――――――

     計             327,919 

 

 ３．保証債務 

   銀行借入に対する保証債務 

   日本ヨルダン肥料株式会社 

          （ 991千US＄)   116,491千円 

   JOHNSON ASAHI PTY.LTD. 

          （1,500千A＄）  126,075 

   従業員              20,308 

  ―――――――――――――――――――――――

     計             262,874 

 

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式20,000株であ

ります。 

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式72,000株であ

ります。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。 

   運賃             2,548,853千円 

   販売手数料           326,990 

   給与賃金            752,162 

   賞与引当金繰入額        142,779 

   退職給付費用          151,443 

   役員退職慰労引当金繰入額     54,125 

   減価償却費           192,300 

   業務委託料           245,631 

 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。 

   運賃             2,671,513千円 

   販売手数料           298,205 

   給与賃金            845,939 

   賞与引当金繰入額        202,210 

   退職給付費用          228,743 

   役員退職慰労引当金繰入額     56,896 

   減価償却費            96,855 

   業務委託料           336,821 

 

※２．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、

210,047千円であります。 

 

※２．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、

255,113千円であります。 

 

※３．固定資産処分損は全て除却損であります。その内

訳は、次のとおりであります。 

   建物及び構築物           37,462千円

   機械装置及び運搬具        165,576 

   その他               69,598 

 

※３．固定資産処分損は全て除却損であります。その内

訳は、次のとおりであります。 

   建物及び構築物           31,276千円 

   機械装置及び運搬具         78,238 

   その他               35,401 

 

※４．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

千葉県香取郡干潟町 遊休地 土地 

滋賀県甲賀市水口町 遊休地 土地 

群馬県多野郡鬼石町 遊休地 

山林立木 

 

土地 

投資その他

の資産 

群馬県藤岡市神田 遊休地 土地 

埼玉県児玉郡上里町 遊休地 土地 

当社グループは、資産のグルーピングの単位と

して、関連会社も含め、内部管理上の事業部(工場

別)および遊休資産にグループ化しております。 

保有する遊休地、遊休資産において、時価の下

落が確認されたことにより、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失(478,588

千円)として特別損失に計上いたしました。その内

訳は、土地442,472千円、投資その他の資産36,115

千円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、不動産鑑定価額、固定資産税評価額等

の適切に市場価格を反映していると考えられる評

価額を基に算出評価しております。 

 

       ────── 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）

（千円）

  現金及び預金勘定          2,673,969 

  預入期間が３ケ月を超える定期預金 △  10,000 

  ───────────────────────

  現金及び現金同等物         2,663,969 

                   ──────

（千円）

  現金及び預金勘定          3,533,268 

  預入期間が３ケ月を超える定期預金 △  50,000 

  ───────────────────────

  現金及び現金同等物         3,483,268 

                   ──────
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

156,750 43,375 113,374

その他（工具
器具備品） 

42,221 15,594 26,627

合計 198,971 58,969 140,002

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

236,451 77,873 158,577

その他（工具
器具備品） 

41,120 20,098 21,021

合計 277,572 97,972 179,599

  
 (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

(注)      同  左 

 

 

２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 37,570千円

１年超 102,431千円

合計 140,002千円
  

 
１年内 52,124千円

１年超 127,474千円

合計 179,599千円
  

 (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

(注)      同  左 

 

 

 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 
 
支払リース料 40,413千円

減価償却費相当額 40,413千円
  

 
支払リース料 51,200千円

減価償却費相当額 51,200千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

        同  左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 252,583 622,041 369,458 253,687 925,072 671,384

(2）債券   

① 国債・地方債等 399,783 400,120 337 ― ― ―

② 社債 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

小計 652,366 1,022,161 369,795 253,687 925,072 671,384

(1）株式 ― ― ― ― ― ―

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

① 国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

② 社債 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

小計 ― ― ― ― ―

合計 652,366 1,022,161 369,795 253,687 925,072 671,384

 
２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

売却額（千円） 278,189 388,018

売却益の合計額（千円） 10,205 18

売却損の合計額（千円） 835 11,808

 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日）  

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

  非上場株式 319,765 350,193 

（注）当連結会計年度において、投資有価証券について2,374千円（その他有価証券で時価のない株式2,374
千円）減損処理を行なっております。 

 
４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 前連結会計年度（平成17年３月31日） 

 1年以内 

（千円） 

1年超5年以内 

（千円） 

5年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

1.債券   

 (1)国債 ─ ─ 400,000 ─

 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引であります。 

 

(1）取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連

では為替予約取引等、金利関連では金利スワップ取引

であります。 

(2）取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

 

(2）取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変

動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

(3）取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金

利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

なっております。 

 

 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。また、金利

スワップについて特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用しております。 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ

対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。 

ヘッジ手段･･･金利スワップ 

ヘッジ対象･･･借入金 

③ヘッジ方針 

金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象の元本は金

額、契約期間とも一致しており、金利スワップ特

例処理の要件に該当すると判断されるため、当該

判定をもって有効性の判定に代えております。 

(3）取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金

銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益

の確保を図る目的で、また金利関連では借入金利等の

将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを

回避する目的で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

なっております。 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為

替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を、金利スワップ

について特例処理の条件を充たしている場合には

特例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ

対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。 

ヘッジ手段･･･金利スワップ、為替予約 

ヘッジ対象･･･借入金、買掛金 

③ヘッジ方針 

金利リスクの低減ならびに為替の変動リスクを

管理する目的として、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引は、ヘッジ手段の想定元本と

ヘッジ対象の元本は金額、契約期間とも一致して

おり、金利スワップ特例処理の要件に該当すると

判断されるため、当該判定をもって有効性の判定

に代えております。また、為替予約取引は、外貨

建による同一金額、同一期日の予約を振当ててい

るため、その後の為替変動による相関関係は完全

に確保されているので、決算日における有効性の

評価は省略しております。 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4）取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識してお

ります。 

 

(4）取引に係るリスクの内容 

当社が利用しているデリバティブ取引は、相手先が

契約不履行となることにより被る信用リスクと、金利

スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有して

おり、為替予約取引は為替等相場の変動によって発生

する市場リスクを有しております。 

なお、取引の契約先は信用度の高い金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識しており

ます。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、資金担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

 

(5）取引に係るリスク管理体制 

      同 左 

 

 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

ヘッジ会計が適用されるため、該当事項はありませ

ん。 

 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

      同 左 

 

 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

ヘッジ会計が適用されるため、該当事項はあり

ません。 

 

      同 左 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、基金型確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を併

用しております。 

 当社及び一部国内連結子会社は、退職一時金制度と基金型確定給付企業年金制度を併用しておりました

が、退職一時金制度にかえて確定拠出年金制度を平成15年1月1日付で導入いたしました。ただし、制度導

入時50歳以上の従業員については、確定拠出年金制度の適用対象外となるため、従来の退職一時金制度を

継続しております。 

 また、当社は厚生年金基金の代行返上部分について、平成14年4月23日に厚生労働大臣から将来分支給

義務免除の許可を受けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

 (千円) (千円)

(1)退職給付債務 2,214,795 2,425,346 

(2)年金資産 537,679 882,406 

(3)会計基準変更時差異の未処理額 502,418 416,981 

(4)未認識数理計算上の差異 476,421 153,488 

(5)未認識過去勤務債務(債務の減額) △121,191 △110,475 

(6)退職給付引当金 819,468 1,082,946 

(注)連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (千円) (千円)

(1)勤務費用 163,130 196,537 

(2)利息費用 22,867 27,073 

(3)期待運用収益 △15,414 △14,385 

(4)会計基準変更時差異の費用処理額 85,438 85,437 

(5)数理計算上の差異の費用処理額 97,205 154,663 

(6)過去勤務債務の費用処理額 △10,717 △10,716 

(7)退職給付費用 342,509 438,609 

(8)その他 36,729 40,059 

       計 379,239 478,668 

(注)１．連結子会社は簡便法を適用しているため、退職給付費用は(1)勤務費用に含めております。 

  ２．｢(8)その他｣は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1)割引率 ２.０％ ２.０％ 

(2)期待運用収益率 ３.０％ ３.０％ 

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4)数理計算上の差異の処理年数 ５年 ５年 

(5)過去勤務債務の処理年数 15年 15年 

(6)会計基準変更時差異の処理年数 主として 15年 主として 15年 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

(千円) (千円)

 繰延税金資産(流動)  繰延税金資産(流動) 

   賞与引当金          128,809 

   未払事業税          90,335 

   賞与時法定福利費       14,945 

   その他            10,826  

   繰延税金資産(流動) 小計   244,917  

   評価性引当額         △8,221  

   繰延税金資産(流動) 合計   236,696 

 

 繰延税金資産(固定) 

   減損損失           190,477 

   退職給付引当金        324,421 

   役員退職慰労引当金      112,175 

   投資有価証券         33,778 

   ゴルフ会員権         35,445 

   その他             11,264  

   繰延税金資産(固定) 小計   707,563 

   評価性引当額        △304,980  

   繰延税金資産(固定) 合計   402,582 

 繰延税金負債(固定) 

   圧縮記帳積立金        488,708 

   特別償却準備金         2,740 

   有価証券評価差額       147,178  

   繰延税金負債(固定) 合計   638,627  

   賞与引当金          196,334 

   未払事業税          98,590 

   賞与時法定福利費       20,378 

   その他            33,102  

   繰延税金資産(流動) 小計   348,405  

   評価性引当額        △11,331  

   繰延税金資産(流動) 合計   337,073 

 

 繰延税金資産(固定) 

   減損損失           190,477 

   退職給付引当金        431,091 

   役員退職慰労引当金      109,725 

   ゴルフ会員権         35,905 

   その他             13,860  

   繰延税金資産(固定) 小計   781,060 

   評価性引当額        △266,147  

   繰延税金資産(固定) 合計   514,912 

 繰延税金負債(固定) 

   圧縮記帳積立金        480,899 

   特別償却準備金         1,826 

   有価証券評価差額       275,988  

   その他              35,055   

   繰延税金負債(固定) 合計   793,770  

 繰延税金負債(固定)の純額     236,045   繰延税金負債(固定)の純額     278,857  

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

(%) (%)

 法定実効税率               39.8  法定実効税率               39.8 

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目    0.5 

 住民税均等割額               0.1 

 評価性引当額                4.8 

 その他                  △0.0 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率    45.2 

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目    0.4 

 住民税均等割額               0.1 

 評価性引当額               △0.5 

 その他                    0.2 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率    40.0 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 
農業資材事業
（千円） 

鉄鋼建設資材
事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 10,499,130 28,988,009 1,757,683 41,244,822 ― 41,244,822

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

18 ― 59,635 59,654 (59,654) ―

計 10,499,148 28,988,009 1,817,319 41,304,477 (59,654) 41,244,822

営業費用 10,160,369 23,347,122 1,709,991 35,217,483 657,117 35,874,601

営業利益 338,779 5,640,886 107,327 6,086,993 (716,772) 5,370,221

Ⅱ．資産、減価償却費、 
減損損失及び資本的支出 

 

資産 8,418,762 13,102,903 2,615,962 24,137,628 3,769,911 27,907,540

減価償却費 258,030 630,846 178,826 1,067,702 44,681 1,112,384

減損損失 ― ― ― ― 478,588 478,588

資本的支出 248,778 543,945 107,289 895,013 40,225 935,239

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

農業資材事業･･････････････主要な製品は、肥料、園芸資材、種苗、乾牧草等であります。 

鉄鋼建設資材事業･･････････主要な製品は、異形棒鋼、構造用鋼、ねじ節鉄筋等であります。 

その他事業････････････････主要な製品は、砕石・砕砂、再生骨材等であります。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は730,896千円であり、その主

なものは、当社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,016,979千円であり、その主なものは、

当社での余裕資金(現金及び預金)長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却費および増加額が含まれています。 
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当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 
農業資材事業 
（千円） 

鉄鋼建設資
材事業 
（千円）

環境ｻｰﾋﾞｽ
事業 
（千円）

その他事業
（千円）

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円）

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

11,434,301 32,377,619 746,600 1,589,348 46,147,870 46,147,870

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

9 ─ 13,550 68,532 82,092 (82,092) ─

計 11,434,310 32,377,619 760,150 1,657,881 46,229,962 (82,092) 46,147,870

営業費用 11,203,039 24,431,034 756,159 1,491,757 37,881,990 841,237 38,723,228

営業利益 231,271 7,946,585 3,991 166,124 8,347,972 (923,330) 7,424,642

Ⅱ．資産、減価償却費、 
及び資本的支出 

  

資産 8,346,622 13,798,004 1,051,780 2,212,706 25,409,114 4,879,056 30,288,170

減価償却費 261,968 505,573 34,745 140,090 942,377 47,485 989,863

資本的支出 151,962 1,035,500 11,741 108,059 1,307,262 88,883 1,396,146

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

農業資材事業･･････････････主要な製品は、肥料、園芸資材、種苗、乾牧草等であります。 

鉄鋼建設資材事業･･････････主要な製品は、異形棒鋼、構造用鋼、ねじ節鉄筋等であります。 

環境サービス事業･･････････主要な製品とサービスは、再生骨材と環境計量証明・コンサルタント業で

す。 

その他事業････････････････主要な製品は、砕石・砕砂等であります。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は929,225千円であり、その主

なものは、当社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は6,683,258千円であり、その主なものは、

当社での余裕資金(現金及び預金)長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却費および増加額が含まれています。 
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（事業区分の方法の変更） 

 従来、「農業資材事業」「鉄鋼建設資材事業」「その他事業」の３事業に区分しておりましたが、平成17年12月

８日付にて当社グループの企業理念である｢環境｣を業として営む株式会社環境科学コーポレーションの株式を取得

したことに伴い､より｢環境｣の事業性を明らかにするため、当期より「農業資材事業」「鉄鋼建設資材事業」「環

境サービス事業」「その他事業」の４事業に区分しております。なお、変更後の事業区分によった場合の、前連結

会計年度における事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 
農業資材事業 
（千円） 

鉄鋼建設資材
事業 
（千円） 

環境ｻｰﾋﾞｽ
事業 
（千円）

その他事業
（千円）

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円）

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

10,499,130 28,988,009 232,970 1,524,713 41,244,822 ─ 41,244,822

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

18 ─ 1,779 67,547 69,346 (69,346) ─

計 10,499,148 28,988,009 234,749 1,592,261 41,314,169 (69,346) 41,244,822

営業費用 10,160,369 23,347,122 231,601 1,488,081 35,227,175 647,425 35,874,601

営業利益 338,779 5,640,886 3,148 104,179 6,086,993 (716,772) 5,370,221

Ⅱ．資産、減価償却費、 
減損損失及び資本的
支出 

  

資産 8,418,762 13,102,903 216,410 2,399,552 24,137,628 3,769,911 27,907,540

減価償却費 258,030 630,846 25,891 152,934 1,067,702 44,681 1,112,384

減損損失 ─ ─ ─ ─ ─ 478,588 478,588

資本的支出 243,778 543,945 14,216 93,073 895,013 40,225 935,239

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

本邦以外の売上高がないため該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

本邦以外の売上高がないため該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又は
出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

棒鋼の販
売 

3,850,749 
 

売掛金 
 

180,381

鉄鋼原材
料等の購
入 

3,341,564 
 

買掛金 
 

420,062

ロール研
磨他修繕

5,084 未払金 75

割引料の
入金 

14,999 ─ ─

法人主要株
主 

阪和興業
株式会社 

東京都
中央区 

45,651 商社 
(被所有) 
直接 10.0

─ 

 
当社製
品の販
売及び
原材料
の購入
 

割引料の
支払 

14,799 ─ ─

 
棒鋼の販
売 
 

5,360,578 
 
売掛金 
 

594,490
法人主要株
主 

三井物産
株式会社 

東京都
千代田
区 

192,492 商社 
(被所有) 
直接 10.0

─ 

 
当社製
品の販
売及び
原材料
の購入
 

肥料原材
料の購入

281,683 買掛金 171,611

（注）１．上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 棒鋼の販売および原材料の購入並びにロール研磨他修繕については、市場価格を勘案して、その都

度価格交渉の上、決定しております。 

(2) 割引料については、市場金利等を勘案し利率を合理的に決定しております。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又は
出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 赤松清茂 ─ ─ 
当社取締
役 

(被所有) 
直接 0.17 

─ ─ 
自己株式
の譲渡 

4,950 ─ ─

役員 有村正史 ─ ─ 
当社取締
役 

(被所有) 
直接 0.05 

─ ─ 
自己株式
の譲渡 

1,500 ─ ─

（注）自己株式の譲渡価格は、時価純資産価額方式及び収益還元価額方式により算出した価格を参考として、当事

者間で協議の上決定した価格であります。 

 

(3）兄弟会社等 

関係内容 

属性 
 会社等の 
 名称 

住所 
資本金又は
出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

売上債権
の譲渡 

5,291,215 ─ ─

割引料の
支払 

8,766 ─ ─
法人主要株
主の子会社 

物産クレ
ジット株
式会社 

東京都
千代田
区 

2,000,000 
金融サー
ビス業 

─ ─ ─ 

相殺手数
料の支払

2,132 ─ ─

 （注）１．上記金額のうち、売上債権の譲渡の取引金額には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

割引料および相殺手数料については、市場金利等を勘案し利率を合理的に決定しております。 
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当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 340,891.99円 

１株当たり当期純利益金額 121,275.90円 

  

 

１株当たり純資産額 193,564.54円 

１株当たり当期純利益金額 63,471.61円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり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。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり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。 

 

 当社は、平成18年1月11日付で、1株につき３株の株式

分割を行いました。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における1株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

  １株当たり純資産額       113.630.66円 

  １株当たり当期純利益金額     40,425.30円 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益（千円） 2,362,454 4,227,716 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

（うち利益処分による役員賞与金） (―) (―) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,362,454 4,227,716 

期中平均株式数（株） 19,480 66,608 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限

朝日工業株式会社 第１回無担保社債 
平成15年 
9月10日 

200,000 200,000 0.87 なし 
平成20年
9月10日 

朝日工業株式会社 第２回無担保社債 
平成17年 
3月25日 

200,000
160,000
(80,000)

0.85 なし 
平成20年
3月25日 

合計 ― ― 400,000
360,000
(80,000)

― ― ― 

 （注）１.（ ）内書は１年以内の償還予定額であります。 

    ２.連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

 １年以内（千円）
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

 80,000 80,000 200,000 ― ― 

 

【借入金等明細表】 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 3,387,000 180,000 1.556 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 2,986,929 1,880,207 2.292 ― 

長期借入金（１年以内に返済予定の
ものを除く。） 

3,033,345 1,483,018 2.208 
平成19年～ 

平成22年

計 9,407,274 3,543,225  ― ― 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 

  
１年超２年以
内（千円） 

２年超３年以
内（千円） 

３年超４年以
内（千円） 

４年超５年以
内（千円） 

 長期借入金 1,167,718 265,300 40,000 10,000 

      

 

 (2）【その他】 

該当事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 
（1）生産実績 
 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

農業資材事業（肥料事業）（千円） 7,420,999 105.2 

鉄鋼建設資材事業（千円） 32,162,966 111.2 

その他事業（砕石・砕砂事業）（千円） 1,467,511 106.6 

（注）１．金額は販売価格によって、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（2）受注状況 
 当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）
前年同期比
（％） 

受注残高（千円） 
前年同期比
（％） 

鉄鋼建設資材事業 31,025,643 106.9 4,440,866 77.4 

（注）１．農業資材事業、環境サービス事業およびその他事業は見込み生産等のため記載を省略しております。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（3）販売実績 
 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

農業資材事業（千円） 11,434,301 108.9 

鉄鋼建設資材事業（千円） 32,377,619 111.7 

環境サービス事業（千円） 746,600 320.5 

その他事業（千円） 1,589,348 104.2 

合計（千円） 46,147,870 111.9 

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 
２．最近２連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日）相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

全国農業協同組合連合会 7,513,847 18.2 7,910,643 17.1

株式会社メタルワン建材 2,432,132 5.9 5,746,110 12.5

阪和興業株式会社 3,850,749 9.3 5,280,389 11.4

三井物産株式会社 5,306,578 12.9 5,011,058 10.9

伊藤忠丸紅テクノスチール株式会社 5,040,614 12.2 4,953,236 10.7

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 




