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１．19 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

21,144   3.3 
20,465   5.1 

2,307   31.4
1,755   45.7

2,245  36.9 
1,640  47.0 

18 年 9 月期 36,835   － 2,453   － 2,070  － 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

  円 銭 円 銭

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

20  90 
9  14 

－ 
－ 

18 年 9 月期 13  58 － 
(参考) 持分法投資損益 19 年 3 月中間期 2 百万円  18 年 3 月中間期 1 百万円  18 年 9 月期 9
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当

 百万円 百万円 ％ 

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

57,351 
57,046 

30,913 
30,059 

53.9 
52.7 

18 年 9 月期 49,294 30,006 60.9 
(参考) 自己資本  19 年 3 月中間期 30,913 百万円 18 年 3 月中間期  ―百万円 18 年 9 月期 30
 
(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
期   

 百万円 百万円 百万円 

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

△2,618 
△1,912 

△1,527 
△264 

1,932 
1,826 

18 年 9 月期 4,164 △824 △2,315 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭

18 年 9 月期 －  － 5  00 5  00

19 年 9 月期 2  50  

19 年 9 月期（予想）  2  50
5  00

 
３．19 年 9 月期の連結業績予想（平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 

（％表示

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

通 期 39,000   5.9 3,100    26.4 2,800  35.3 1,600  70.2 

（財）財務会計基準機構会員

1 
 

年 5 月 22 日 

chino.co.jp

274－3374 
19 年 6 月 11 日 

円未満切捨て） 

前年中間期増減率） 

当期）純利益

百万円    ％

1,443 128.1
632   3.9

940   － 
 

百万円 

たり純資産 

円  銭

447  73
434  31
433  74

,006 百万円 

び現金同等物 
末 残 高       

百万円

3,242 
4,073 
5,455 

は対前期増減率） 
1 株当たり 
当期純利益 

円 銭
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４．その他 
(1) 期中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) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 
(注) 詳細は、26 ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 
(3) 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) 
19 年 3 月中間期 70,026,782 株  18 年 3 月中間期 70,026,782 株  18 年 9 月期 70,026,782 株 

②期末自己株式数     19 年 3 月中間期    982,895 株  18 年 3 月中間期    814,213 株  18 年 9 月期    846,838 株 
 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38 ページ「１株当

たり情報」をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.19 年 3 月中間期の個別業績(平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 3月 31 日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

19,622    4.6 
18,764    2.8 

2,283   32.4 
1,725   54.6 

2,291   34.4 
1,705   58.4 

1,463  139.2 
611  △6.8 

18 年 9 月期 32,553     － 1,929     － 1,814     － 647     － 
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

21  18
8  84

18 年 9 月期 9  36
 
(2)個別財政状態 

 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

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

57,227 
56,326 

33,706 
33,140 

58.9 
58.8 

488  19 
478  82 

18 年 9 月期 49,003 32,777 66.9 473  80 
(参考) 自己資本 19 年 3 月中間期 33,706 百万円 18 年 3 月中間期  ―百万円 18 年 9 月期 32,777 百万円 

 
 

２．19 年 9月期の個別業績予想（平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 9月 30 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 34,000  4.4 2,500  29.6 2,400  32.3 1,400 116.4 20  27

 
 
 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報にもとづいて算定しておりますが、多分に
不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想数値
と乖離する結果となりうることをご承知おきください。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

（当中間期の経営成績） 

  当中間連結会計期間までのわが国の経済は、米国景気の減速傾向や原油価格の動向に先行

き不透明感があるものの、世界経済の拡大による輸出の増加、高水準の企業収益に基づく設

備投資の増、個人消費の伸び、さらに雇用の拡大等により、緩やかな景気の回復が続いてい

ます。 

 

一方国内農業を取り巻く環境は、農業の持続的な発展に向けた担い手の育成・確保を目指

した新農政の施策が実施されつつあるものの、構造的改革の立ち遅れ、グロ－バル化に伴う

輸入農産物の増加やそれによる農産物価格の低迷など種々の問題が依然として未解決の状

況です。 

 

国内の農薬需要は、当中間期まで前年同期を若干下回って推移しました。｢食の安全・安

心｣の確保の意識の高まりによるトレーサビリティーの浸透や昨年 5 月より導入された｢ポ

ジティブリスト制｣の影響により需要の低下が見られ、また流通在庫の圧縮等の要因も加わ

り、農薬の使用が伸び悩みました。 

 

このような状況下、当社グループ｢化学品事業｣における主力の農薬販売分野では国内外と

もに自社開発製品、原体および新規上市品の拡販に努め、また医薬品・有機中間体他等の周

辺事業における収益力の強化も図りました。緑化、造園工事の受注を行う「工事事業」にお

いては、主要製品の拡販、芝関連工事・芝製品等の拡販に努めました。｢サービス事業｣にお

いては、「ポジティブリスト制」導入を反映して食品・農薬作物残留分析が増加しました。 

 

以上の各事業の結果から、当中間連結会計期間の売上高は海外農薬販売・医薬部門の拡大

により２１１億４４百万円（前年同期比６億７８百万円増、同３.３％増）となり、製造原

価率の低減や販管費の削減に努めた結果、営業利益は２３億７百万円（前年同期比５億５２

百万円増、同３１.４％増）、経常利益は２２億４５百万円（前年同期比６億４百万円増、 

同３６.９％増）となりました。中間純利益は１４億４３百万円（前年同期比８億１０百万

円増、同１２８.１％増）となり、前年同期に比べ増収増益の業績となりました。 

 

１）セグメント別の状況 

 ①化学品事業 

    国内農薬製品販売では、新製品として初・中期一発剤分野の拡大を目指した水稲用除

草剤「メガトンフロアブル」を含む 5剤を上市いたしました。自社開発品では、引き続

き水稲用殺菌剤「ブイゲット」を含む混合剤の拡販に努め、水稲用殺虫剤「アプロード」

剤等も前年同期実績を上回りました。しかしながら既存の水稲一発除草剤等の販売実績

が前年同期を下回り、流通における在庫削減の影響もあり国内農薬製品販売全体の中間

期までの売上は前年を下回りました。 

 

農薬原体販売では、水稲用殺菌剤「ブイゲット」、園芸用殺虫剤「ハチハチ」等の拡

販に努め、中間期販売実績は前年同期を上回りました。 

 

なお、自社開発品の新規殺虫剤｢フェニックス顆粒水和剤｣は 2 月 27 日に登録認可と

なり、4 月 19 日より上市、発売されました。また、同じく自社開発独自品である新規

殺虫剤「アクセルフロアブル」は登録審査中であり、「コルト顆粒水和剤」につきまし

ても 4月 25 日に登録申請手続きを完了いたしました。 
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海外農薬販売では、アジア地域、とくにインドでのウンカ多発や既存競合剤の抵抗性

問題により殺虫剤「アプロード」が大幅に売上増となりました。欧州地域では暖冬の影

響によるダニの早期発生の懸念から｢ダニトロン｣の荷動きが早まり、｢モンカット｣も米

国で伸長し、全体で前年同期を大きく上回る中間実績となりました。  

 

海外開発関係では、園芸用除草剤「エコパート」、新規殺虫剤「フェニックス」、園芸

用殺虫剤「ハチハチ」等の開発が進んでおります。

 

化学品他では、前年度上市した家庭園芸向け除草剤や殺虫・殺菌混合エアゾール剤の

在庫調整のため、前年同期を下回る実績となりました。医薬品他については医療用医薬

品である外用抗真菌剤「ルリコナゾール」が順調に推移し、２月より一般用医薬品とし

てゼファーマ㈱（現 第一三共ヘルスケア㈱）、全薬工業㈱から発売いたしました外用抗

真菌剤｢ラノコナゾール｣の「ウィンダム」「ゼスパート」も好調に推移した結果、前年

同期実績を上回りました。 

 

これらの結果、化学品事業全体としては、売上高は２０１億９５百万円（前年同期比

７億３５百万円増、同３.８％増）となり、営業利益は２２億９４百万円（前年同期比

２億１７百万円増、同１０.４％増）となりました。 

 

  ②工事事業 

公共工事予算の縮小、緑化・造園工事発注件数の減少の影響もあり、民間企業に対する受

注活動等に注力しましたが、昨年度より取り組んでいるゴルフ場コース管理業務が伸び悩み

ました。  
 
これらの結果、工事事業全体としては、売上高４億８１百万円（前年同期比１億２百

万円減、同１７.５％減）となり、営業損失は３百万円（前年同期比２百万円増、同４

５６.４％増）となりました。 

 

③サービス事業 

農薬残留分析事業は、昨年５月末より施行された「ポジティブリスト制」により食品

残留分析の受注が大幅に増加し、また農薬作物残留分析も前年に比べて増加した結果、

前年同期実績を大幅に上回りました。ゴルフ練習場等のスポーツ施設事業は前年同期並

みとなり不動産賃貸事業等は前年同期を下回りました。 

 

これらの結果、サービス事業全体としては、売上高は４億６７百万円（前年同期比４

５百万円増、同１０.８％増）となり、営業利益は１億６２百万円（前年同期比２７百

万円増、同２０.５％増）となりました。 

 

（当期の見通し） 

①化学品事業 

国内農薬販売では、当用期に向け自社開発品を中心とした拡販施策を実施し、売上げ

回復を目指します。ポジティブリスト制度施行および流通在庫問題から農薬の需要が停

滞している市場状況ですが、水稲用殺菌剤｢ブイゲット｣混合剤の拡販、園芸殺虫剤分野

では｢フェニックス｣を柱にした防除体系の推進、園芸殺菌剤分野での銅剤の普及などに

努め、また、原体販売でも販社、取引先への販促協力を一層強化し、国内農薬販売の通

期計画達成に全力を挙げます。  

 

海外販売では、各地域での当用期活動に注力し、販社と協力し普及巡回を通じて市場

状況の把握に努め、消化対策、受注活動を強化し、今期計画達成を目指します。また海

外拠点の拡充や、現地普及員の増加に努めます。さらに新規剤開発を効率的に推進し、

混合剤などの製品化なども進め、自社剤拡販の基盤強化をはかります。 
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北米・ニチノーアメリカでも現地での当用期を迎え、品目の拡販、消化促進を図りま

す。 

 

化学品他では、前期上市した家庭園芸用薬品とゴルフ場用農薬の販売に注力いたしま

す。また、有機中間体分野は、引き続き医薬用、電子材料用中間体の需要拡大に努めま

す。医薬品他では、医療用医薬品である外用抗真菌剤「ラノコナゾール」、「ルリコナゾ

ール」の販売促進と、｢ラノコナゾール｣を有効成分とし一般用医療品として発売された

抗真菌剤「ウィンダム」、「ゼスパート」を、それぞれ販社を通じ拡販を図ります。 

 
②工事事業 

  緑化・造園工事では、より細かな提案型営業活動を実施し受注拡大を図るとともに、

原価管理に徹し利益確保に努めます。ゴルフコース管理事業では新規取引先の獲得拡大

を図ります。 
 

③サービス事業  
  分析分野では、「ポジティブリスト制」施行後の新モリタニリング項目が輸入食材に

適用されるため新規受注獲得に努め、また、動物医薬品分析にも新規拡大を図ります。

物流業務等請負分野では、受託の業務の拡大を図り、不動産賃貸業等は効率的活用に努

めます。スポーツ施設分野では、顧客満足度の一層の向上を図り集客力を高めます。 
 

２）連結当期業績見通し 
                    （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
平成 19年 9月期  ３９,０００ ３,１００  ２,８００ １,６００ 
平成 18年 9月期 ３６,８３５ ２,４５３ ２,０７０ ９４０ 
増減率    ５.９％ ２６.３％ ３５.２％ ７０.２％ 

 
  ３）個別当期業績見通し 

                   （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
平成 19年 9月期  ３４,０００ ２,５００ ２,４００ １,４００ 
平成 18年 9月期  ３２,５５３ １,９２９ １,８１４   ６４７ 
増減率    ４.４％ ２９.６％ ３２.２％ １１６.１％ 

 
 （中期経営計画等の進捗状況） 

当社は本年を初年度とした３ヵ年の新中期経営計画、｢日農ステップ・フォワード・プラ

ン（前進そして飛躍）2009｣を策定しました。この中期経営計画により一層の｢事業競争力の

強化｣と「収益力の拡大」を図り、研究開発型の農薬事業を中核としたリーディング企業を

目指します。また、人材の育成、活性化に努め、活力ある企業風土を作り、当社グループ経

営の質的向上に努め、信用力のある企業グループを目指します。 
   なお、当中間期におきまして計画を上回る実績となり、平成１９年９月期通期の計画を上

方修正いたしました。当用期を迎え本年度通期の修正計画達成に向けて一層の努力を重ねて

まいります。 
 
 （目標とする経営指標の達成状況） 
   株主資本（株主資本利益率／ROE）や総資本（総資本利益率／ROA）の運用効率を向上させ

るとともに、資金効率を高めるためキャッシュ・フローも重要な指標と認識し、収益力の一

層の強化を目指し企業価値の向上に努めております。 
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（２）財政状態に関する分析  

 （資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 （キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

１）資産、負債及び純資産の状況 
当中間連結会計期間末の資産及び負債並びに純資産につきまして、資産は 3億 5百万円

増加し 573 億 51百万円、負債は 5億 47百万円減少し 264億 38百万円、純資産は 8億
53百万円増加し 309億 13百万円となりました。 

 
２） 中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

     当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)
は、前連結会計年度末に比べ、22億 13百万円減少し、当中間連結会計期間末は 32億 42
百万円となりました。 

     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) 

   営業活動による資金の減少は、26億 18百万円(前年同期は 19億 12百万円の減少)となり
ました。これは、税金等調整前中間純利益が 22 億 64 百万円(前期比 13 億 29 百万円増)、
減価償却費 8億 1百万円、仕入債務の増加額 46億 42百万円等の資金増加が、売上債権の
増加額 77億 10百万円、たな卸資産の増加額 14億 77百万円、法人税等の支払額の 6億円
等の資金減少を下回ったこと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) 

   投資活動による資金の減少は、15 億 27 百万円(前年同期は 2 億 64 百万円の減少)となり

ました。これは、有形固定資産の取得 3億 30 百万円、無形固定資産の取得 5億 60 百万円等

の資金の減少があったことによるものです。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

   財務活動による資金の増加は、19 億 32 百万円(前年同期は 18 億 26 百万円の増加)となり

ました。これは短期借入金による収入 32 億 96 百万円の資金増加が、長期借入金の返済によ

る支出 9億 65 百万円等の資金減少を上回ったことによるものです。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

 
16 年 9 月期 17 年 9 月期 18 年 9 月期 

19 年 9 月期 

 中間期 

自己資本比率（％） 56.4 61.1 60.9 53.9

時価ベースの自己資本比率（％） 27.1 45.8 64.0 53.9

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率（年） 2.0 2.6 1.0 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 15.9 11.5 20.2 －

 

 自己資本比率： 自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債／キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ : キャッシュ・フロー／利払い 

   (注 1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   (注 2) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

   (注 3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

   (注 4) 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います。  
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、長期的な観点に立ち、事業収益の拡大と財務体質の強化を図ることによって企業

価値の向上に努め、株主の皆様に対して安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本方針

とし、各期の業績を考慮した配当を行うこととしております。 

   平成１８年１１月２４日の決算発表時に公表しました通り当期の配当金は、中間、期末と

もに 1株につき２円５０銭とし、あわせて年間配当は 1株当り５円を予定しております。 

 

（４）事業等リスク 

  １）経済状況等 

当社グループは国内のみならず海外にも輸出し、また販売拠点を有しており、輸出、販売

している殆どが農薬製品、農薬用原体であります。このため国内外の政治・経済情勢および

農業情勢、市場動向、天候、病害虫の発生状況、公的規制などによって、直接的、間接的な

影響を受けます。 
 

２）原材料の価格変動について 

当社グループの事業で用いる農薬原料、副原料などの購入価格は、国内、国外の市況、為

替相場の変動および原油、ナフサ価格動向などの影響を受けます。業績に及ぼす影響は、購

入価格の引下げ、販売価格への転嫁、為替リスクヘッジなどにより極力回避していますが、

予期せぬ事態の場合は業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
３）為替の変動について 

当社グループの事業には、農薬原体を含む原材料の輸入、製品の輸出と米国における生産、

販売が含まれており、外貨建てとしてはユーロ、米ドルが主なものであります。これらの外

貨建ての項目は、連結財務諸表の作成のため円換算されていますが、換算時の為替レートに

より元の現地通貨における価値が変わらなかったとしても円換算後の価格が影響を受ける

可能性があります。 
 

４）新製品の開発 

新製品の開発には、多大な技術的、財務的、人的資源と長い時間を要します。この間の市

場環境の変化、技術水準の進捗、規制動向の変化などにより開発の成否、将来の成長と収益

性に影響を受ける可能性があります。 
 

５）事故・災害について

当社グループでは安全で安定的な食の確保と豊かな緑と環境を守ることを使命として、国

際標準に基づく品質、環境管理システムにて操業、運営しています。しかしながら、大規模

地震や台風などの自然災害による生産設備への被害、工場における事故などのトラブルによ

り工場停止、原料などの供給不足、品質異常などの不測の事態が発生する可能性があります。

これらのリスク回避として、厳格な原材料の受け入れ検査、製品の品質チェック、定期的な

設備点検などを実施していますが、自然災害、事故などによる影響を完全に排除する保証は

なく、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 
６）公的規制 

当社グループの事業は、国内外での販売、輸出において農薬取締法、通商関連法、独占禁

止法、製造物責任法などさまざまな法規制、政府規制を受けています。当社グループでは、

コンプライアンス委員会活動を通じてコンプライアンス強化に努めていますが、今後、法的

規制などを遵守できなかった場合や、規制の強化によっては当社グループの評価や業績に影

響を及ぼす恐れがあります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、日本農薬株式会社（当社）と連結子会社５社、関連会社６社、その他の関係

会社１社の合計１３社から構成されています。営んでいる主な事業内容と会社間の当該事業に係

わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりです。 

 

項   目 会  社  名 

連結子会社（５社） 

 

 

(株)ニチノー緑化、（株）ニチノーレック、 

(株)ニチノーサービス、 

ニチノーアメリカインコーポレーテッド、 

日本エコテック(株) 

関連会社（６社） 

持分法適用関連会社 

 

日佳農葯股份有限公司、マレーシア農薬(株) 

持分法非適用関連会社 

 

第一農薬(株)、(株)アグロ信州、(有)アグリ長野、 

(株)ベルデ九州 

その他の関係会社（１社） (株)ＡＤＥＫＡ 

 

事業系統図は次のとおりです。 

得意先（国内・海外）

　 （連結子会社）
　㈱ニチノー緑化
　ニチノー アメリカ
　　インコーポレーテッド
（持分法適用会社）
　日佳農葯股ｲ分有限公司
　マレーシア農薬㈱
（関連会社）
　㈱アグロ信州
　㈲アグリ長野
　㈱ベルデ九州
 

　 当　社

農薬等 　 　 　 その他

（連結子会社） （連結子会社） 　 （連結子会社）
㈱ニチノーサービス ㈱ニチノーサービス 　 日本エコテック㈱

（関連会社） （その他の関係会社）
第一農薬㈱ 　　  ㈱ ADEKA

造園緑化 　 　 ・不動産賃貸、倉庫業 ・スポーツ施設経営
　(連結子会社） 　 　 　（連結子会社） 　不動産賃貸
　㈱ニチノー緑化 　 　 　㈱ニチノーサービス 　(連結子会社）

　
・農薬残留分析 　㈱ニチノーレック
　（連結子会社）

　 　 　日本エコテック㈱ 　

サ
ー

ビ
ス
の
供
給

製
品
販
売

原
料
仕
入

工事事業

製
品
販
売

原
料
仕
入

製
品
販
売

製
品
販
売

サービス事業

サービス事業

化 学 品 事 業

受
注
･
保
管
･
配
送

生
産
業
務
委
託

ｻｰﾋﾞｽ事業化学品事業　
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（１）化学品事業 

１）農 薬 

・殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、除草剤、農薬原体等、その他 

当社が製造し、全国に跨がる特約店網、ＪＡ、全農および農薬製剤メーカーなどを通じ

て販売しております。連結子会社のニチノーアメリカインコーポレーテッド、関連会社

の第一農薬(株)、マレーシア農薬(株)はそれぞれ米国、沖縄、マレーシアで製造、販売

をしております。関連会社の日佳農葯股份有限公司は台湾で販売しております。また、

関連会社の(株)アグロ信州、(有)アグリ長野、(株)ベルデ九州は、当社品の販売先であ

ります。連結子会社の(株)ニチノー緑化はゴルフ場向け農薬および家庭園芸用薬剤を販

売しております。 

２）化学品他 

・木材薬品、水処理剤 
    当社が製造し、また製品を仕入れ、特約店などを通じて販売しております。 
   ・農業用資材、芝関連品 
    製品を仕入れ、特約店などを通じて販売しております。 
   ・医薬品等 
    外用抗真菌剤、肝蛋白代謝改善剤、動物用医薬品、飼料添加物などを主として当社が原

体製造し、医薬メーカーなどを通じて販売しております。 
   ・有機中間体 
    当社が製造し、医薬メーカー、化学メーカーに販売しております。 
 

３）その他 

・その他の関係会社の(株)ＡＤＥＫＡより原料を購入しており、また製品を販売しており

ます。 

 

（２）工事事業 

緑化造園工事等 

連結子会社の(株)ニチノー緑化は緑化造園その他建設工事の請負、設計、施工、監理を行

なっております。 

 

（３）サービス事業 

１）スポーツ施設の経営および不動産の賃貸 

・連結子会社の(株)ニチノーレックはゴルフ練習場、テニスコートなどから成るスポーツ

クラブの経営および不動産の賃貸を行なっております。 

・連結子会社の(株)ニチノーサービスは不動産の賃貸を行なっております。 

２）農薬物流業務等の請負および倉庫業 

   ・連結子会社の(株)ニチノーサービスは農薬の受注、保管、配送の請負等を行なっており

ます。当社はこれらの業務を同社に委託しております。 

３）作物・環境中の農薬残留分析 

   ・連結子会社の日本エコテック(株)は作物、食品、ゴルフ場の排水、河川などに含まれる

農薬残留の分析を行なっております。 
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３．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社グループは、安全で安定的な食の確保に寄与する、優れた農薬をはじめ医薬、動物薬、

有機中間体などの製品を国内外の市場に安定的に提供することにより、社会に貢献すること

を使命として事業を進めております。また、豊かな緑と環境を守ることを目指して緑化造園

事業、農薬残留分析事業などにも取り組んでおります。 
    

当社グループは、「研究開発型企業」として技術革新をすすめ、安全性の高い、環境に配

慮した、優れた新製品を創出し、価値の創造を図っております。今後もさらに強固な収益体

質への転換を図り、事業競争力のある企業グループを目指し、業績の向上に努め、社会に貢

献することを経営理念としております。 
 
当社グループは、公正で活力ある事業活動を通じて社会的責任を果たし、信頼される企業

活動を推進いたします。 
 

（２）対処すべき課題 

当社グループは、「研究開発型企業」として技術革新をすすめるとともに、収益性の高い、

事業競争力のある企業グループを目指しております。 
 
当社グループの将来像である「研究開発型のリーディング企業グループ」を実現するため、

本年度を初年度とした３ヵ年の新中期経営計画｢日農ステップ・フォワード・プラン（前進

そして飛躍）2009｣を実施しております。向こう３ヵ年を「事業競争力と収益力の拡大・強

化」の時期と位置付け、「重点事業基盤の選択的強化」、「新規剤・新規技術の開発普及の加

速」、「海外拠点の拡充」、「農薬外周辺事業の収益強化」を実施することにより、事業競

争力を更に強化します。また市場への「新規剤の早期投入」、「自社剤の売上と利益の最大

化」、「ローコスト経営の継続」を実施することにより収益力の継続的拡大を図ります。あ

わせて「人材の育成と活性化」にも取り組みます。 

 

当社グループは、全てのステークホルダーと社会の信頼を得るとともに、さらなる企業価

値向上のため、法令ならびに企業倫理の遵守を基本に、合理的で速やかな意思決定と適切な

経営チェック機能を強化することにより、コーポレートガバナンスの充実を図っております。

今後も効率的な業務運営と執行責任の明確化を目的とした執行役員制度を導入し、より透明

性の高い経営とコンプライアンス活動の推進および内部統制体制の構築ならびに的確なデ

ィスクロージャーを推進してまいります。 

また、化学製品を扱う企業グループとしての社会的責任として、製品の安全性および環境

保全への配慮は重要な経営課題と位置付けております。化学物質の開発、製造から廃棄に至

るまでの環境、健康、安全面の改善を図るレスポンシブルケア活動を積極的に推進しており

ます。それらの活動の取り組みと成果は｢環境報告書｣として発刊しており、またホームペー

ジにも掲載しております。今後も安心できる環境の維持と豊かな食生活の実現に向け、社会

的使命を果たすべく努力してまいります。 

 

（３）その他、会社の経営上重要な事項 
  該当する重要な事項はありません。 
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４．中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金   5,119 5,298  7,001

 ２ 受取手形及び売掛金 ※４  19,996 20,279  12,567

 ３ 有価証券   499 ―  ―

 ４ たな卸資産   7,991 8,685  7,207

 ５ その他   1,743 1,964  1,303

   貸倒引当金   △54 △5  △30

  流動資産合計   35,295 61.9 36,222 63.2  28,049 56.9

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※1.2   

  (1) 建物及び構築物  5,562 5,353 5,452 

  (2) 機械装置及び 
    運搬具 

 1,274 1,462 1,297 

  (3) 土地  5,463 5,463 5,463 

  (4) その他  388 12,688 22.2 490 12,770 22.2 515 12,729 25.8

 ２ 無形固定資産    

  (1) 営業権  1,497 ― ―  

  (2) のれん  ― 499 998 

  (3) その他  393 1,890 3.3 1,084 1,584 2.8 531 1,529 3.1

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  5,683 4,967 5,187 

  (2) 繰延税金資産  863 1,142 1,129 

  (3) その他  656 697 701 

    貸倒引当金  △33 7,170 12.6 △32 6,774 11.8 △32 6,985 14.2

  固定資産合計   21,750 38.1 21,129 36.8  21,244 43.1

  資産合計   57,046 100.0 57,351 100.0  49,294 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金 ※４  9,260 9,591  4,940

 ２ 短期借入金 ※２  4,966 4,636  1,896

 ３ 未払法人税等   396 814  684

 ４ 賞与引当金   363 443  497

 ５ 返品調整引当金   131 106  75

 ６ 製品保証引当金   0 0  0

 ７ その他   3,305 3,987  3,632

  流動負債合計   18,424 32.3 19,580 34.1  11,728 23.8

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債   725 650  650

 ２ 長期借入金 ※２  2,465 1,149  1,556

 ３ 退職給付引当金   3,461 3,223  3,419

 ４ 役員退職慰労引当金   217 226  251

 ５ その他   1,693 1,609  1,683

  固定負債合計   8,561 15.0 6,858 12.0  7,560 15.3

  負債合計   26,986 47.3 26,438 46.1  19,288 39.1

(少数株主持分)    

  少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   10,939 19.2 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   13,235 23.2 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   4,122 7.2 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,973 3.5 ― ―  ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定   △38 △0.1 ― ―  ― ―

Ⅵ 自己株式   △173 △0.3 ― ―  ― ―

  資本合計   30,059 52.7 ― ―  ― ―

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計 

  57,046 100.0 ― ―  ― ―
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前中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 10,939 19.1  10,939 22.2

２ 資本剰余金   ― ― 13,235 23.1  13,235 26.9

３ 利益剰余金   ― ― 5,527 9.6  4,429 9.0

４ 自己株式   ― ― △240 △0.4  △188 △0.4

株主資本合計   ― ― 29,463 51.4  28,416 57.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 1,452 2.5  1,588 3.2

２ 為替換算調整勘定   ― ― △2 △0.0  0 0.0

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,449 2.5  1,589 3.2

純資産合計   ― ― 30,913 53.9  30,006 60.9

負債純資産合計   ― ― 57,351 100.0  49,294 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   20,465 100.0 21,144 100.0  36,835 100.0

Ⅱ 売上原価   12,678 61.9 13,137 62.1  21,789 59.2

  売上総利益   7,787 38.1 8,006 37.9  15,045 40.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,031 29.5 5,698 27.0  12,591 34.2

  営業利益   1,755 8.6 2,307 10.9  2,453 6.7

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  5 8 11 

 ２ 受取配当金  21 37 52 

 ３ 不動産賃貸料  22 21 43 

 ４ 製品改装費収入  21 22 25 

 ５ 持分法による 
   投資利益 

 1 2 9 

 ６ その他  34 106 0.5 29 122 0.6 89 232 0.6

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  97 74 207 

 ２ 売上割引  14 14 27 

 ３ 不良たな卸資産 
   廃棄損 

 53 40 209 

 ４ その他  56 221 1.1 55 184 0.9 170 615 1.7

  経常利益   1,640 8.0 2,245 10.6  2,070 5.6

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※１ 0 0 0 

 ２ 貸倒引当金戻入益  ― 27 ― 

 ３ 前期損益修正益 ※２ ― 0 0.0 13 41 0.2 ― 0 0.0

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産処分損 ※３ 6 9 41 

 ２ 投資有価証券評価損  ― ― 8 

 ３ 埋設農薬処理費用  ― 13 ― 

 ４ 減損損失 ※４ 690 ― 690 

 ５ 特別退職金  8 ― 7 

 ６ ゴルフ会員権評価損  0 706 3.4 ― 22 0.1 0 748 2.0

  税金等調整前 
  中間(当期)純利益 

  934 4.6 2,264 10.7  1,321 3.6

  法人税、住民税及び 
  事業税 

 349 729 694 

  法人税等調整額  △47 301 1.5 90 820 3.9 △312 381 1.0

  中間(当期)純利益   632 3.1 1,443 6.8  940 2.6
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   13,235 

Ⅱ 資本剰余金増加高   ― 

Ⅲ 資本剰余金減少高   ― 

Ⅳ 資本剰余金中間期末残高   13,235 

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   3,712 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １ 中間純利益  632 632 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １ 配当金  207  

 ２ 役員賞与  15 222 

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高  4,122 
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(百万円) 10,939 13,235 4,429 △188 28,416

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △345  △345

 中間純利益 1,443  1,443

 自己株式の取得 △51 △51

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 1,097 △51 1,046

平成19年３月31日残高(百万円) 10,939 13,235 5,527 △240 29,463

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成18年９月30日残高(百万円) 1,588 0 1,589 30,006

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △345

 中間純利益  1,443

 自己株式の取得  △51

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△136 △2 △139 △139

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△136 △2 △139 907

平成19年３月31日残高(百万円) 1,452 △2 1,449 30,913
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前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年９月30日残高(百万円) 10,939 13,235 3,712 △155 27,732

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △207  △207

 役員賞与の支給 △15  △15

 当期純利益 940  940

 自己株式の取得 △32 △32

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) ― ― 717 △32 684

平成18年９月30日残高(百万円) 10,939 13,235 4,429 △188 28,416

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成17年９月30日残高(百万円) 1,305 △32 1,273 29,005

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △207

 役員賞与の支給  △15

 当期純利益  940

 自己株式の取得  △32

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

283 32 315 315

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

283 32 315 1,000

平成18年９月30日残高(百万円) 1,588 0 1,589 30,006
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  934 2,264 1,321

 ２ 減価償却費  810 801 1,602

 ３ 減損損失  690 ― 690

 ４ 退職給付引当金増減額(△は減少)  △64 △196 △106

 ５ 役員退職慰労引当金増減額  
(△は減少) 

 △33 △24 0

 ６ 貸倒引当金増減額(△は減少)  17 △24 △7

 ７ 賞与引当金増減額(△は減少)  △21 △53 112

 ８ 返品調整引当金増減額(△は減少)  55 30 △0

 ９ 受取利息及び配当金  △26 △46 △63

 10 支払利息  97 74 207

 11 持分法による投資利益  △1 △2 △9

 12 有形固定資産売却益  △0 △0 △0

 13 有形固定資産除却損  0 1 25

 14 売上債権の増減額(△は増加)  △8,530 △7,710 △1,060

 15 たな卸資産の増減額(△は増加)  △1,513 △1,477 △702

 16 仕入債務の増減額(△は減少)  6,320 4,642 2,011

 17 未払消費税等の増減額(△は減少)  12 122 22

 18 その他  △267 △398 645

    小計  △1,519 △1,996 4,688

 19 利息及び配当金の受取額  26 46 69

 20 利息の支払額  △91 △68 △206

 21 適格退職年金解散による拠出金額  △247 ― △247

 22 法人税等の支払額  △81 △600 △138

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,912 △2,618 4,164

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 定期預金の預入による支出  ― △510 △500

 ２ 有形固定資産の取得による支出  △234 △330 △577

 ３ 有形固定資産の売却による収入  10 2 13

 ４ 無形固定資産の取得による支出  △11 △560 △151

 ５ 貸付による支出  △125 △120 △125

 ６ 貸付金の回収による収入  0 0 126

 ７ その他  95 △10 390

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △264 △1,527 △824
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入れによる収入  3,030 3,296 4,530

 ２ 短期借入金の返済による支出  ― ― △4,530

 ３ 長期借入金の返済による支出  △977 △965 △1,999

 ４ 社債の償還  ― ― △75

 ５ 配当金の支払額  △207 △345 △207

 ６ 自己株式の取得による支出  △17 △51 △32

  財務活動によるキャッシュ・フロー  1,826 1,932 △2,315

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 0 7

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  (△は減少) 

 △350 △2,213 1,032

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,423 5,455 4,423

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 4,073 3,242 5,455
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  すべての子会社を連結してい 

  ます。 

  連結子会社の数 ５社 

㈱ニチノー緑化 

㈱ニチノーレック 

㈱ニチノーサービス 

ニチノーアメリカインコーポ

レーテッド 

日本エコテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

  すべての子会社を連結してい 

  ます。 

  連結子会社の数 ５社 

㈱ニチノー緑化 

㈱ニチノーレック 

㈱ニチノーサービス 

ニチノーアメリカインコーポ

レーテッド 

日本エコテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

    すべての子会社を連結してい 

  ます。 

  連結子会社の数 ５社 

㈱ニチノー緑化 

㈱ニチノーレック 

㈱ニチノーサービス 

ニチノーアメリカインコーポ

レーテッド 

日本エコテック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社数 

２社 

日佳農葯股份有限公司 

マレーシア農薬㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社数

２社 

日佳農葯股份有限公司 

マレーシア農薬㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社数

２社 

日佳農葯股份有限公司 

マレーシア農薬㈱ 

 (2) 持分法を適用しない関連会社

のうち主要な会社等の名称 

第一農薬㈱ 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金

等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、持分法の適用か

ら除外しています。 

 (2) 持分法を適用しない関連会社

のうち主要な会社等の名称 

第一農薬㈱ 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金

等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、持分法の適用か

ら除外しています。 

 (2) 持分法を適用しない関連会社

のうち主要な会社等の名称 

第一農薬㈱ 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞ

れ当期純損益及び利益剰余金

等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、持分法の適用か

ら除外しています。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致していま

す。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

  連結子会社の決算日は連結決算

日と一致しています。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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 

  ① 有価証券 

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 

  ① 有価証券 

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 

  ① 有価証券 

   ａ 満期保有目的の債券 

     償却原価法によっていま

す。 

    ａ 満期保有目的の債券 

     償却原価法によっていま

す。 

   ｂ その他有価証券 

     時価のあるもの 

      中間連結決算日の市場

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)に

よっています。 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法(評

価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却

原価は、移動平均法によ

り算定)によっていま

す。 

   ｂ 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、全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は、移動平均

法により算定)によっ

ています。 

     時価のないもの 

      移動平均法による原価

法によっています。 

    時価のないもの 

同左 

     時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

   ａ 商品・製品・半製品・仕

掛品・原料・貯蔵品 

     当社及び在外連結子会社

は、総平均法による低価

法、国内連結子会社は、

主として総平均法による

原価法によっています。 

  ② たな卸資産 

   ａ 商品・製品・半製品・仕

掛品・原料・貯蔵品 

同左 

  ② たな卸資産 

   ａ 商品・製品・半製品・仕

掛品・原料・貯蔵品 

同左 

   ｂ 未成工事支出金 

     国内連結子会社は個別法

による原価法によってい

ます。 

   ｂ 未成工事支出金 

同左 

   ｂ 未成工事支出金 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法 

  ① 有形固定資産 
当社は定額法によっていま

す。また、在外連結子会社

は当該国の会計基準に基づ

く定額法によっています。 

国内連結子会社は定率法に

よっています。 

ただ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(付属設備を除く)

は定額法によっています。 

なお、主な耐用年数は次の

とおりです。 

建物及び構築物 10～50年 

機械装置      ８年 

工具器具備品  ４～15年 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法 

  ① 有形固定資産 
同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法 

  ① 有形固定資産 
同左 

  ② 無形固定資産 
当社及び国内連結子会社は
定額法、在外連結子会社は
当該国の会計基準に基づく
定額法によっています。 
ただし、ソフトウェア(自
社利用分)については、社
内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法によ
っています。 

  ② 無形固定資産 
同左 

  ② 無形固定資産 
同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
  ① 貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社
は、債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等は、個
別に回収可能性を検討して
計上しています。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
  ① 貸倒引当金 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
  ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 
当社及び国内連結子会社
は、従業員への賞与支給に
備えるため支給見込額の当
中間連結会計期間負担額を
計上しています。 

  ② 賞与引当金 
同左 

  ② 賞与引当金 
当社及び国内連結子会社
は、従業員への賞与支給に
備えるため支給見込額の当
連結会計年度負担額を計上
しています。 

――――― ―――――   ③ 役員賞与引当金 
当社は、役員に対する賞与

の支給に備えるため、当連

結会計年度に見合う支給見

込額を計上しています。 
  ③ 返品調整引当金 

当社は返品による損失に備

えるため、当中間連結会計

期間末の売掛債権残高に返

品率および売買利益率を乗

じた金額を計上していま

す。 

  ③ 返品調整引当金 
同左 

  ④ 返品調整引当金 
当社は返品による損失に備

えるため、当連結会計年度

末の売掛債権残高に返品率

および売買利益率を乗じた

金額を計上しています。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

  ④ 製品保証引当金 

国内連結子会社は、製品の

売上高に対する保証費用の

発生に備えるため、保証期

間内の補修費用見込額に基

づき計上しています。 

  ④ 製品保証引当金 

同左 

  ⑤ 製品保証引当金 

同左 

  ⑤ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生

していると認められる額を

計上しています。 

なお、国内連結子会社は退

職給付債務の算出にあたり

小規模企業等における簡便

法を採用しています。 

当社は、会計基準変更時差

異及び過去勤務債務につい

ては、15年による按分額を

費用処理しています。 

また、当社は、数理計算上

の差異については、各連結

会計年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一

定の年数（現行16年）によ

る按分額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処

理することとしています。 

  ⑤ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生

していると認められる額を

計上しています。 

なお、国内連結子会社は退

職給付債務の算出にあたり

小規模企業等における簡便

法を採用しています。 

当社は、会計基準変更時差

異については15年、過去勤

務債務については13年によ

る按分額を費用処理してい

ます。 

また、当社は、数理計算上

の差異については、各連結

会計年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一

定の年数（現行13年）によ

る按分額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処

理することとしています。

  ⑥ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の

見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生して

いると認められる額を計上

しています。 

なお、国内連結子会社は退

職給付債務の算出にあたり

小規模企業等における簡便

法を採用しています。 

当社は、会計基準変更時差

異及び過去勤務債務につい

ては、15年による按分額を

費用処理しています。 

また、当社は、数理計算上

の差異については、各連結

会計年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一

定の年数（現行16年）によ

る按分額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処

理することとしています。

なお、当連結会計年度末に

おいて基礎率を見直した結

果、平均残存勤務年数は13

年となりましたので、翌連

結会計年度からは過去勤務

債務及び数理計算上の差異

の処理年数は13年となりま

す。 

なお、当社は、平成18年4

月30日新たに確定給付企業

年金法（平成13年法律第50

号）に基づく企業年金制度

を設けました。 

  ⑥ 役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子会社

は、役員の退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づ

く中間連結会計期間末要支

給額を計上しています。 

  ⑥ 役員退職慰労引当金 

同左 

  ⑦ 役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子会社

は、役員の退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づ

く連結会計年度末要支給額

を計上しています。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 (4) 重要な外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理していま

す。 

なお、在外子会社等の資産及

び負債、収益及び費用は中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上してい

ます。 

 (4) 重要な外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理していま

す。 

なお、在外子会社等の資産及

び負債、収益及び費用は中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めて計上して

います。 

 (4) 重要な外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しています。 

なお、在外連結子会社等の資

産、負債、収益及び費用は連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算

調整勘定に含めて計上してい

ます。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

当社及び国内連結子会社は、

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

処理によっています。 

在外連結子会社については、

主として通常の売買取引に準

じた会計処理によっていま

す。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たして

いますので、特例処理を採

用しています。 

また、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務等

については、振当処理を行

っています。 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…金利スワップ 

          為替予約 

    ヘッジ対象…借入金の利息 

          外貨建売掛債

権 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

借入金利の変動リスクを回

避する目的で、金利スワッ

プ取引を行っています。外

貨建債権につきましては、

ヘッジ対象の識別を個別契

約毎に行っています。 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、

特例処理を採用しており、

また、為替予約については

振当処理を行っているた

め、ヘッジの有効性の判定

を省略しています。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

 (7) その他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

ています。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

わない短期的な投資からなりま

す。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 
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(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当中間連結会計期間から「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
計基準委員会 平成15年10月31日 
企業会計基準適用指針第６号）を
適用しています。 
これにより税金等調整前中間純
利益が690百万円減少していま
す。 
なお、減損損失累計額について
は、改正後の中間連結財務諸表規
則に基づき当該各資産の金額から
直接控除しています。 
 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）
当連結会計年度から「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」（企業会計基準委員
会 平成15年10月31日 企業会計
基準適用指針第６号）を適用して
います。 
これにより税金等調整前当期純
利益が690百万円減少していま
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
基づき当該資産の合計金額から直
接控除しています。 
 

（役員賞与に関する会計基準） 
当中間連結会計期間から「役員
賞与に関する会計基準」（企業会
計基準委員会 平成17年11月29日 
企業会計基準第４号）を適用して
います。 
これによる当中間連結会計期間
の損益に与える影響はありませ
ん。 

――――― （役員賞与に関する会計基準） 
当連結会計年度から「役員賞与
に関する会計基準」（企業会計基
準委員会 平成17年11月29日 企
業会計基準第４号）を適用してい
ます。 
この結果、従来の方法に比べ
て、営業利益、経常利益及び税金
等調整前当期純利益は20百万円減
少しています。 
セグメント情報に与える影響
は、セグメント情報に記載してい
ます。 
 

――――― ――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
当連結会計年度より「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会
計基準」（企業会計基準委員会
平成17年12月９日 企業会計基準
第５号）及び「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成17年12月９日 企業会計
基準適用指針第８号）を適用して
います。 
なお、従来の「資本の部」の合
計に相当する金額は30,006百万円
であります。 
連結財務諸表規則の改正によ
り、当連結会計年度は、改正後の
連結財務諸表規則により作成して
います。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――― ――――― （自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正）
当連結会計年度から、改正後の
「自己株式及び準備金の額の減少
等に関する会計基準」（企業会計
基準委員会 最終改正平成18年８
月11日 企業会計基準第１号）及
び「自己株式及び準備金の額の減
少等に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 最終
改正平成18年８月11日 企業会計
基準適用指針第２号）を適用して
います。 
これによる損益に与える影響は
ありません。 
連結財務諸表規則の改正によ
り、当連結会計年度は、改正後の
連結財務諸表規則により作成して
います。 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――― （中間連結貸借対照表） 
  中間連結財務諸表規則の改正に
伴い、当中間連結会計期間より無
形固定資産に区分掲記されていた
「営業権」は、「のれん」と表示
しています。 

（連結貸借対照表） 
  連結財務諸表規則の改正に伴
い、当連結会計年度より無形固定
資産に区分掲記されていた「営業
権」は、「のれん」と表示してい
ます。 

 

追加情報 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
前連結会計年度より「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会
計基準」（企業会計基準委員会
平成17年12月９日 企業会計基準
第５号）及び「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成17年12月９日 企業会計
基準適用指針第８号）を適用して
います。 
なお、従来の「資本の部」の合
計に相当する金額は30,913百万円
であります。 
中間連結財務諸表規則の改正に
より、当中間連結会計期間は、改
正後の中間連結財務諸表規則によ
り作成しています。 

――――― 
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年３月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年９月30日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

 22,507百万円 
 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

 22,755百万円
 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

 22,489百万円
 

※２ 有形固定資産の担保設定状況

について 

一年以内に返済予定の長期借

入金のうち1,936百万円並び

に長期借入金のうち2,458百

万円に対して下記の物件を担

保に供しています。 

土地 
4,358百万円 
(500 〃 ) 

建物 
3,849 〃 
(658 〃 ) 

構築物 
347 〃 
(347 〃 ) 

機械装置 
921 〃 
(921 〃 ) 

計 
9,477百万円 
(2,428 〃 ) 

上記のうち( )の内書は工場

財団抵当を示しています。 

※２ 有形固定資産の担保設定状況

について 

一年以内に返済予定の長期借

入金のうち1,337百万円並び

に長期借入金のうち1,142百

万円に対して下記の物件を担

保に供しています。 

土地 
4,358百万円
(500 〃 )

建物 
3,695 〃 
(644 〃 )

構築物 
344 〃 
(344 〃 )

機械装置
1,130 〃 
(1,130 〃 )

計 
9,528百万円
(2,619 〃 )

   上記のうち( )の内書は工場

財団抵当を示しています。 

※２ 有形固定資産の担保設定状況

について 

一年以内に返済予定の長期借

入金のうち1,896百万円並び

に長期借入金のうち1,549百

万円に対して下記の物件を担

保に供しています。 

土地 
4,358百万円
(500 〃 )

建物 
3,767 〃 
(647 〃 )

構築物 
335 〃 
(335 〃 )

機械装置 
949 〃 
(949 〃 )

計 
9,410百万円
(2,432 〃 )

   上記のうち( )の内書は工場

財団抵当を示しています。 

 ３ 保証債務 

保証債務残高 

当社は、連結子会社（㈱ニチ

ノーサービス）が金融機関を

引受人とする無担保社債を発

行することに対し債務保証し

ています。 

中間期末残高 800百万円

当社は、㈱ジェイツーに対す

る大成建設㈱の連帯保証に対

して、出資比率に応じて極度

額を債務保証しています。 

中間期末残高 3百万円
 

 ３ 保証債務 

保証債務残高 

当社は、連結子会社（㈱ニチ

ノーサービス）が金融機関を

引受人とする無担保社債を発

行することに対し債務保証し

ています。 

中間期末残高 725百万円

当社は、㈱ジェイツーに対す

る大成建設㈱の連帯保証に対

して、出資比率に応じて極度

額を債務保証しています。 

中間期末残高 2百万円
 

 ３ 保証債務 

保証債務残高 

当社は、連結子会社（㈱ニチ

ノーサービス）が金融機関を

引受人とする無担保社債を発

行することに対し債務保証し

ています。 

期末残高 725百万円

当社は、㈱ジェイツーに対す

る大成建設㈱の連帯保証に対

して、出資比率に応じて極度

額を債務保証しています。 

期末残高 3百万円
 

――――― ※４ 中間期末日満期手形の会計処
理については、手形交換日を
もって決済処理をしていま
す。 
なお、当中間連結会計期間末
日が金融機関の休日であった
ため、次の中間期末日満期手
形が中間期末残高に含まれて
います。 
受取手形 301百万円

支払手形 213 〃 
設備関係支払手形 20 〃 

 

※４ 期末日満期手形の会計処理に
ついては、手形交換日をもっ
て決済処理をしています。 
なお、当連結会計年度末日が
金融機関の休日であったた
め、次の期末日満期手形が期
末残高に含まれています。 
受取手形 1,246百万円

支払手形 148 〃 
設備関係支払手形 18 〃 

 

 ５ 当社は、運転資金の効率的な
調達を行うため取引銀行８行
と当座貸越契約を締結してい
ます。 
当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりで

す。 

当座貸越極度額 4,290百万円

借入実行残高 2,915 〃 

差引額 1,375百万円
 

 ５ 当社は、運転資金の効率的な
調達を行うため取引銀行８行
と当座貸越契約を締結してい
ます。 
当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりで

す。 

当座貸越極度額 3,000百万円

借入実行残高 1,850 〃 

差引額 1,150百万円
 

――――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ 固定資産売却益 

車両運搬具 0百万円
  

※１ 固定資産売却益 

車両運搬具 0百万円
  

※１ 固定資産売却益 

車両運搬具 0百万円
  

――――― ※２ 前期損益修正益 
過年度未払費用 
収入 

13百万円

  

――――― 

※３ 固定資産処分損 

建物及び構築物 2百万円
機械装置及び 
運搬具 

1 〃 

工具器具及び 
備品 

0 〃 

敷金 2 〃 

計 6百万円
  

※３ 固定資産処分損 

建物及び構築物 7百万円
機械装置及び 
運搬具 

0 〃 

工具器具及び 
備品 

0 〃 

敷金 0 〃 

計 9百万円
  

※３ 固定資産処分損 

建物及び構築物 20百万円
機械装置及び 
運搬具 

16 〃 

工具器具及び 
備品 

1 〃 

敷金 3 〃 

計 41百万円
  

※４ 減損損失 

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上し

ました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

賃貸 

資産 
土地 

神奈川県

鎌倉市 
278 

賃貸 

資産 
土地 

千葉県 

市川市 
396 

遊休 

資産 
土地 

兵庫県 

赤穂郡 
14 

 計  690 

当社グループは、減損損失を

把握するにあたっては化学事

業、個別の賃貸資産、遊休資

産及び共用資産にグルーピン

グしております。このうち時

価が著しく下落した賃貸資産

及び遊休資産について、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

（690百万円）として特別損

失に計上しました。 

なお、当該資産の回収可能価

額は、賃貸資産については使

用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを

2.1％で割り引いて算定して

おります。また、遊休資産に

ついては、固定資産税評価額

に基づく正味売却価額により

測定しております。 

――――― ※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しまし

た。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

賃貸 

資産 
土地 

神奈川県

鎌倉市 
278 

賃貸 

資産 
土地 

千葉県 

市川市 
396 

遊休 

資産 
土地 

兵庫県 

赤穂郡 
14 

 計  690 

当社グループは、減損損失を

把握するにあたっては化学事

業、個別の賃貸資産、遊休資

産及び共用資産にグルーピン

グしております。このうち時

価が著しく下落した賃貸資産

及び遊休資産について、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

（690百万円）として特別損

失に計上しました。 

なお、当該資産の回収可能価

額は、賃貸資産については使

用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを

2.1％で割り引いて算定して

おります。また、遊休資産に

ついては、固定資産税評価額

に基づく正味売却価額により

測定しております。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 70,026,782 ― ― 70,026,782 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 846,838 136,057 ― 982,895 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 市場買付による増加         86,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加   50,057株 

 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年12月20日 
定時株主総会 

普通株式 345 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月21日

 

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌中間連結会計期間後

となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年５月22日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 172 2.50 平成19年３月31日 平成19年６月11日

 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 70,026,782 ― ― 70,026,782 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 762,522 84,316 ― 846,838 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   84,316株 

 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成17年12月21日 
定時株主総会 

普通株式 207 3.00 平成17年９月30日 平成17年12月22日

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成18年12月20日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 345 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月21日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

現金及び預金 
勘定 

5,119百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,046百万円 

現金及び現金 
同等物 

4,073百万円 
 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

現金及び預金 
勘定 

5,298百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える
定期預金 

△2,056百万円

現金及び現金 
同等物 

3,242百万円
 

１ 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 

 

現金及び預金 
勘定 

7,001百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,546百万円

現金及び現金 
同等物 

5,455百万円
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(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 
 

 
化学品事業 
(百万円) 

工事事業 
(百万円) 

サービス事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

19,460 583 421 20,465 ― 20,465

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2 ― 389 391 (391) ―

計 19,462 583 811 20,857 (391) 20,465

  営業費用 17,385 583 676 18,645 63 18,709

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

2,076 △0 134 2,211 (455) 1,755

(注) １ 事業区分は製品の種類・事業の内容等により、「化学品事業」と「工事事業」「サービス事業」に区分

しています。 

化学品事業………農薬・医薬品・木材薬品・化成品ほか 

工事事業…………造園緑化工事ほか 

サービス事業……スポーツ施設経営、不動産賃貸、物流サービス、農薬残留分析ほか 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 
 

 
化学品事業 
(百万円) 

工事事業 
(百万円) 

サービス事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

20,195 481 467 21,144 ― 21,144

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

3 2 392 398 (398) ―

計 20,199 483 860 21,542 (398) 21,144

  営業費用 17,905 486 697 19,089 (253) 18,836

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

2,294 △3 162 2,453 (145) 2,307

(注) １ 事業区分は製品の種類・事業の内容等により、「化学品事業」と「工事事業」「サービス事業」に区分

しています。 

化学品事業………農薬・医薬品・木材薬品・化成品ほか 

工事事業…………造園緑化工事ほか 

サービス事業……スポーツ施設経営、不動産賃貸、物流サービス、農薬残留分析ほか 
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前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 
 

 
化学品事業 
(百万円) 

工事事業 
(百万円) 

サービス事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

35,075 895 864 36,835 ― 36,835

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

6 1 785 792 (792) ―

計 35,082 896 1,650 37,628 (792) 36,835

  営業費用 32,137 907 1,400 34,445 (64) 34,381

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

2,944 △11 249 3,182 (728) 2,453

(注) １ 事業区分は製品の種類・事業の内容等により、「化学品事業」と「工事事業」「サービス事業」に区分

しています。 

化学品事業………農薬・医薬品・木材薬品・化成品ほか 

工事事業…………造園緑化工事ほか 

サービス事業……スポーツ施設経営、不動産賃貸、物流サービス、農薬残留分析ほか 

２ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引当

金の計上基準 ③ 役員賞与引当金(会計処理の変更)」に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号)を適用してい

ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「化学

品事業」が20百万円増加し、営業利益が同額減少しています。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日)、当中間連結会計期間(自 平

成18年10月１日 至 平成19年３月31日)及び前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18

年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しています。 
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３．海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 
 

 アジア 米州 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,623 1,017 372 187 3,200

Ⅱ 連結売上高(百万円)  20,465

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

7.9 5.0 1.8 0.9 15.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………韓国・台湾・ベトナム・中国 

(2) 米州………………米国・コロンビア 

(3) 欧州………………オランダ・スペイン・フランス 

(4) その他の地域……エジプト・トルコ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 
 

 アジア 米州 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,163 1,086 485 136 3,871

Ⅱ 連結売上高(百万円)  21,144

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

10.2 5.1 2.3 0.7 18.3

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………韓国・台湾・ベトナム・中国 

(2) 米州………………米国・コロンビア 

(3) 欧州………………オランダ・スペイン・フランス 

(4) その他の地域……エジプト・トルコ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 
 

 アジア 米州 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,487 3,261 1,227 276 8,253

Ⅱ 連結売上高(百万円)  36,835

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

9.5 8.9 3.3 0.7 22.4

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………韓国・台湾・ベトナム・インドシナ 

(2) 米州………………米国・コロンビア 

(3) 欧州………………オランダ・スペイン・フランス 

(4) その他の地域……エジプト・トルコ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(生産、受注及び販売の状況) 

生産実績 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 
事業の種類別セグメントの名称 

金額（百万円） 金額（百万円） 

前年同期比 

（％） 金額（百万円） 

化学品事業 9,841 10,030 101.9 17,578 

工事事業 484 402 83.0 727 

合計 10,326 10,433 101.0 18,305 

(注) １ 金額は、製品製造原価によっています。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

 

受注実績 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 
事業の種類別セグメントの名称 

金額（百万円） 金額（百万円） 

前年同期比 

（％） 金額（百万円） 

工事事業 398 284 71.4 898 

合計 398 284 71.4 898 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

 

販売実績 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 
事業の種類別セグメントの名称 

金額（百万円） 金額（百万円） 

前年同期比 

（％） 金額（百万円） 

化学品事業 19,460 20,195 103.8 35,075 

工事事業 583 481 82.5 895 

サービス事業 421 467 110.8 864 

合計 20,465 21,144 103.3 36,835 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

35 



日本農薬㈱ (4997) 平成19年9月期 中間決算短信 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末 (平成18年３月31日) 

１ 時価のあるその他有価証券 

区分 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 1,562 4,860 3,298

その他 70 99 28

合計 1,633 4,960 3,327

(注) 当該株式の減損にあたっては、50％以上下落し回復可能性が不明な場合に減損処理を適用しています。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

  割引金融債 499

(2) その他有価証券 

  非上場株式 422

  優先出資証券 300

 

当中間連結会計期間末 (平成19年３月31日) 

１ 時価のあるその他有価証券 

区分 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 1,562 3,985 2,423

その他 71 96 24

合計 1,633 4,082 2,448

(注) 当該株式の減損にあたっては、50％以上下落し回復可能性が不明な場合に減損処理を適用しています。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

  その他有価証券 

  非上場株式 585

  優先出資証券 300
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前連結会計年度末 (平成18年９月30日) 

１ 時価のあるその他有価証券 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

 株式 1,562 4,221 2,658

 その他 71 91 20

合計 1,633 4,312 2,679

(注)  有価証券について、その他有価証券で時価のない株式８百万円の減損処理を行っています。 

なお、当該株式の減損にあたっては、50％以上下落し回復可能性が不明な場合に減損処理を適用していま

す。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

   その他有価証券  

   非上場株式 575

   優先出資証券 300

合計 875
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(１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１株当たり純資産額 434円31銭 １株当たり純資産額 447円73銭 １株当たり純資産額 433円74銭

１株当たり中間純利益 9円14銭 １株当たり中間純利益 20円90銭 １株当たり当期純利益 13円58銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため、記載をしていません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため、記載をしていません。 

 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

式がないため、記載をしていませ

ん。 

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 

中間連結損益計算書上の中間純利益 

632百万円 

普通株式に係る中間純利益 

632百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

69,235,022株 

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産の部

の合計額 

30,913百万円

普通株式に係る純資産額 

30,913百万円

中間連結貸借対照表の純資産の部

の合計額と１株当たり純資産額の

算定に用いられた普通株式に係る

中間連結会計期間末の純資産額と

の差額                 ―百万円

普通株式の発行済株式数 

70,026,782株

普通株式の自己株式数 

982,895株

１株当たり純資産の算定に用いら

れた普通株式の数 

69,043,887株

 

２ １株当たりの中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純利

益 

普通株式に係る中間純利益 

1,443百万円

普通株式の期中平均株式数 

69,081,864株

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

連結貸借対照表の純資産の部の合

計額 

30,006百万円

普通株式に係る純資産額 

30,006百万円

連結貸借対照表の純資産の部の

合計額と１株当たり純資産額の算

定に用いられた普通株式に係る連

結会計年度末の純資産額との差額

―百万円

普通株式の発行済株式数 

70,026,782株

普通株式の自己株式数 

846,838株

１株当たり純資産の算定に用いら

れた普通株式の数 

69,179,944株

 

２ １株当たり当期純利益 

連結損益計算書上の当期純利益 

普通株式に係る当期純利益 

940百万円

普通株式の期中平均株式数 

69,214,473株

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要

性が大きくないと考えられるため開示を省略しています。 
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５．中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  3,783 4,105 5,705 

 ２ 受取手形 ※４ 5,889 5,746 5,899 

 ３ 売掛金  12,557 13,014 5,715 

 ４ 有価証券  499 ― ― 

 ５ たな卸資産  7,069 7,980 6,688 

 ６ その他  2,554 3,013 1,543 

   貸倒引当金  △47 △2 △27 

  流動資産合計   32,306 57.4 33,858 59.2  25,523 52.1

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※1.2   

  (1) 建物  4,166 4,037 4,109 

  (2) 機械及び装置  1,246 1,440 1,273 

  (3) 土地  5,326 5,326 5,326 

  (4) その他  943 1,023 1,048 

  有形固定資産合計  11,683 20.7 11,827 20.6 11,757 24.0

 ２ 無形固定資産    

  (1) 営業権  1,497 ― ― 

  (2) のれん  ― 499 998 

  (3) その他  287 913 377 

  無形固定資産合計  1,785 3.2 1,412 2.5 1,375 2.8

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  9,268 8,534 8,762 

  (2) 繰延税金資産  727 1,006 986 

  (3) その他  584 616 627 

   貸倒引当金  △28 △27 △28 

  投資その他の資産合計  10,552 18.7 10,129 17.7 10,346 21.1

  固定資産合計   24,020 42.6 23,368 40.8  23,479 47.9

  資産合計   56,326 100.0 57,227 100.0  49,003 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形 ※４ 386 722 318 

 ２ 買掛金  7,140 7,950 3,657 

 ３ 短期借入金 ※２ 4,936 4,636 1,896 

 ４ 未払消費税等  74 187 56 

 ５ 未払法人税等  300 700 616 

 ６ 未払費用  2,339 2,663 2,310 

 ７ 賞与引当金  256 312 373 

 ８ 役員賞与引当金  ― ― 20 

 ９ 返品調整引当金  131 106 75 

 10 その他  557 804 784 

  流動負債合計   16,124 28.7 18,082 31.6  10,108 20.6

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２ 2,465 1,149 1,556 

 ２ 退職給付引当金  3,258 2,994 3,198 

 ３ 役員退職慰労引当金  164 179 189 

 ４ その他  1,172 1,113 1,172 

  固定負債合計   7,061 12.5 5,438 9.5  6,117 12.5

  負債合計   23,185 41.2 23,520 41.1  16,226 33.1

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   10,939 19.4 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  8,235 ― ― 

 ２ その他資本剰余金  5,000 ― ― 

  資本剰余金合計   13,235 23.5 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  1,574 ― ― 

 ２ 任意積立金  3,145 ― ― 

 ３ 中間未処分利益  2,445 ― ― 

  利益剰余金合計   7,165 12.7 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,973 3.5 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △173 △0.3 ― ―  ― ―

  資本合計   33,140 58.8 ― ―  ― ―

  負債資本合計   56,326 100.0 ― ―  ― ―
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前中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 10,939 19.1  10,939 22.3

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 8,235 8,235 

(2) その他資本剰余金  ― 5,000 5,000 

資本剰余金合計   ― ― 13,235 23.1  13,235 27.0

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 1,574 1,574 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 3,145 3,145 

繰越利益剰余金  ― 3,599 2,481 

利益剰余金合計   ― ― 8,319 14.6  7,201 14.7

４ 自己株式   ― ― △240 △0.4  △188 △0.4

株主資本合計   ― ― 32,254 56.4  31,188 63.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 1,452 2.5  1,588 3.2

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,452 2.5  1,588 3.2

純資産合計   ― ― 33,706 58.9  32,777 66.9

負債純資産合計   ― ― 57,227 100.0  49,003 100.0
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   18,764 100.0 19,622 100.0  32,553 100.0

Ⅱ 売上原価   12,293 65.5 12,605 64.2  20,486 62.9

  売上総利益   6,471 34.5 7,016 35.8  12,067 37.1

  返品調整引当金戻入額   76 75  76

  返品調整引当金繰入額   131 106  75

  差引売上総利益   6,415 34.2 6,986 35.6  12,067 37.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,690 25.0 4,702 24.0  10,138 31.1

  営業利益   1,725 9.2 2,283 11.6  1,929 5.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  148 0.8 160 0.8  330 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  168 0.9 152 0.7  445 1.4

  経常利益   1,705 9.1 2,291 11.7  1,814 5.6

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 25 0.1  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※4.5  697 3.7 22 0.1  739 2.3

  税引前中間（当期） 
純利益 

  1,008 5.4 2,295 11.7  1,075 3.3

  法人税、住民税及び 
  事業税 

 264 623 596 

  法人税等調整額  131 396 2.1 208 831 4.2 △169 427 1.3

  中間(当期)純利益   611 3.3 1,463 7.5  647 2.0

  前期繰越利益   1,834  

  中間未処分利益   2,445  
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年９月30日残高(百万円) 10,939 8,235 5,000 13,235 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当     

 中間純利益     

 自己株式の取得     

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

    

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ― ― 

平成19年３月31日残高(百万円) 10,939 8,235 5,000 13,235 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日残高(百万円) 1,574 3,145 2,481 7,201 △188 31,188 

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △345 △345  △345 

 中間純利益   1,463 1,463  1,463 

 自己株式の取得     △51 △51 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

     

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― 1,117 1,117 △51 1,066 

平成19年３月31日残高(百万円) 1,574 3,145 3,599 8,319 △240 32,254 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高(百万円) 1,588 1,588 32,777 

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △345 

 中間純利益   1,463 

 自己株式の取得   △51 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△136 △136 △136 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△136 △136 929 

平成19年３月31日残高(百万円) 1,452 1,452 33,706 
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前事業年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年９月30日残高(百万円) 10,939 8,235 5,000 13,235 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当     

 役員賞与の支給     

 当期純利益     

 自己株式の取得     

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

    

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ― ― 

平成18年９月30日残高(百万円) 10,939 8,235 5,000 13,235 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成17年９月30日残高(百万円) 1,574 3,145 2,056 6,776 △155 30,796 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当   △207 △207  △207 

 役員賞与の支給   △15 △15  △15 

 当期純利益   647 647  647 

 自己株式の取得     △32 △32 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

     

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 425 425 △32 392 

平成18年９月30日残高(百万円) 1,574 3,145 2,481 7,201 △188 31,188 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年９月30日残高(百万円) 1,305 1,305 32,101 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当   △207 

 役員賞与の支給   △15 

 当期純利益   647 

 自己株式の取得   △32 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

283 283 283 

事業年度中の変動額合計(百万円) 283 283 675 

平成18年９月30日残高(百万円) 1,588 1,588 32,777 
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(4) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 満期保有目的の債券 

償却原価法によっていま

す。 

  ② 子会社株式及び関連会社株

式 

    移動平均法による原価法に

よっています。 

  ③ その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間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)によっています。 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法

によっています。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

 

 

 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定)によっています。 

    時価のないもの 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 満期保有目的の債券 

償却原価法によっていま

す。 

  ② 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 

  ③ その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額

は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定)によっています。 

    時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

   総平均法による低価法によっ

ています。 

 (2) たな卸資産 

同左 

 (2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定額法によっています。 

   なお、主な耐用年数は次のと

おりです。 

   建物及び構築物  10～50年 

   機械装置       ８年 

   工具器具備品   ４～15年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法によっています。 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっていま

す。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等は個別に回収可能性

を検討して計上しています。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 (2) 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備える

ため支給見込額の当中間会計

期間負担額を計上していま

す。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備える

ため支給見込額の当期負担額

を計上しています。 

      ―――――       ―――――  (3) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備

えるため、当期に見合う支給

見込額を計上しています。 

 (3) 返品調整引当金 

返品による損失に備えるた

め、当中間会計期間末の売掛

債権残高に返品率および売買

利益率を乗じた金額を計上し

ています。 

 (3) 返品調整引当金 

同左 

 (4) 返品調整引当金 

返品による損失に備えるた

め、当期末の売掛債権残高に

返品率および売買利益率を乗

じた金額を計上しています。

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しています。 

なお、会計基準変更時差異及

び過去勤務債務については、

15年による按分額を費用処理

しています。 

また、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(現行16年)による

按分額をそれぞれ発生の翌期

より費用処理することとして

います。 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しています。 

なお、会計基準変更時差異に

ついては15年、過去勤務債務

については13年による按分額

を費用処理しています。 

また、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一

定の年数（現行13年）による

按分額をそれぞれ発生の翌期

より費用処理することとして

います。 

 (5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務の見込額に基づき、当期

末において発生していると認

められる額を計上していま

す。 

なお、会計基準変更時差異及

び過去勤務債務については、

15年による按分額を費用処理

しています。 

また、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一

定の年数（現行16年）による

按分額をそれぞれ発生の翌期

より費用処理することとして

います。 

なお、当期末において基礎率

を見直した結果、平均残存勤

務年数は13年となりましたの

で、翌期からは過去勤務債務

及び数理計算上の差異の処理

年数は13年となります。 

なお、平成18年4月30日新た

に確定給付企業年金法（平成

13年法律第50号）に基づく企

業年金制度を設けました。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給に備え

るため、内規に基づく中間会

計期間末要支給額を計上して

います。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (6) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給に備え

るため、内規に基づく期末要

支給額を計上しています。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しています。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処

理しています。 

５ 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

ています。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ ヘッジ会計 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してい

ます。 

   また、為替予約が付されてい

る外貨建債権債務等については

振当処理を行っています。 

６ ヘッジ会計 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

６ ヘッジ会計 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段…金利スワップ 

為替予約 

   ヘッジ対象…借入金の利息 

         外貨建売掛債権 

         外貨建貸付金 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   借入金利の変動リスクを回避

する目的で、金利スワップ取引

を行っています。外貨建債権に

つきましては、ヘッジ対象の識

別を個別契約毎に行っていま

す。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップについては、特

例処理を採用しており、また、

為替予約については振当処理を

行っているため、ヘッジの有効

性の判定を省略しています。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

７ その他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について 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってい

ます。 

  消費税等の会計処理について 

同左 

  消費税等の会計処理について 

同左 
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(5) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
  当中間会計期間から「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」（企業会計基準委員
会 平成15年10月31日 企業会計
基準適用指針第６号）を適用して
います。 

  これにより税引前中間純利益が
690百万円減少しています。 

  なお、減損損失累計額について
は、改正後の中間財務諸表等規則
に基づき当該各資産の金額から直
接控除しています。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）
  当期から「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」（企業会計基準委員会 平成
15年10月31日 企業会計基準適用
指針第６号）を適用しています。

  これにより税引前当期純利益が
690百万円減少しています。 

  なお、減損損失累計額について
は、改正後の財務諸表等規則に基
づき当該資産の合計金額から直接
控除しています。 

（役員賞与に関する会計基準） 
  当中間会計期間から「役員賞与
に関する会計基準」（企業会計基
準委員会 平成17年11月29日 企
業会計基準第４号）を適用してい
ます。 

  これによる当中間会計期間の損
益に与える影響はありません。 

――――― （役員賞与に関する会計基準） 
  当期から「役員賞与に関する会
計基準」（企業会計基準委員会
平成17年11月29日 企業会計基準
第４号）を適用しています。 

  この結果、従来の方法に比べ
て、営業利益、経常利益及び税引
前当期純利益は20百万円減少して
います。 

――――― ――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
  当期より「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年
12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準適用
指針第８号）を適用しています。

  なお、従来の「資本の部」の合
計に相当する金額は32,777百万円
であります。 

  財務諸表等規則の改正により、
当事業年度は、改正後の財務諸表
等規則により作成しています。 

――――― ――――― （自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正）
  当期から、改正後の「自己株式
及び準備金の額の減少等に関する
会計基準」（企業会計基準委員会
最終改正平成18年８月11日 企業
会計基準第１号）及び「自己株式
及び準備金の額の減少等に関する
会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会 最終改正平成18年８
月11日 企業会計基準適用指針第
２号）を適用しています。 

  これによる損益に与える影響は
ありません。 

  財務諸表等規則の改正により、
当事業年度は、改正後の財務諸表
等規則により作成しています。 
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表示方法の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――― （中間貸借対照表） 
  中間財務諸表等規則の改正に伴
い、当中間会計期間より無形固定
資産に区分掲記されていた「営業
権」は、「のれん」と表示してい
ます。 

（貸借対照表） 
  財務諸表等規則の改正に伴い、
当事業年度より無形固定資産に区
分掲記されていた「営業権」は、
「のれん」と表示しています。 

 

追加情報 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
  前期より「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年
12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準適用
指針第８号）を適用しています。

  なお、従来の「資本の部」の合
計に相当する金額は33,706百万円
であります。 

  中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間は、改正後の
中間財務諸表等規則により作成し
ています。 

――――― 
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年３月31日) 

前事業年度末 
(平成18年９月30日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

 21,985百万円 
 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

 22,177百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

 21,938百万円

※２ 担保資産 

    担保差入資産 

建物 3,849百万円 

構築物 347 〃 

機械及び装置 921 〃 

土地 4,358 〃 

計 9,477百万円 
 

※２ 担保資産 

    担保差入資産 

建物 3,695百万円

構築物 344 〃 

機械及び装置 1,130 〃 

土地 4,358 〃 

計 9,528百万円
 

※２ 担保資産 

    担保差入資産 

建物 3,767百万円

構築物 335 〃 

機械及び装置 949 〃 

土地 4,358 〃 

計 9,410百万円
 

   上記のうち、工場財団設定分 

建物 658百万円 

構築物 347 〃 

機械及び装置 921 〃 

土地 500 〃 

計 2,428百万円 
 

   上記のうち、工場財団設定分

建物 644百万円

構築物 344 〃 

機械及び装置 1,130 〃 

土地 500 〃 

計 2,619百万円

   上記のうち、工場財団設定分

建物 647百万円

構築物 335 〃 

機械及び装置 949 〃 

土地 500 〃 

計 2,432百万円

   上記の担保資産に対する債務 

短期借入金 1,936百万円 

長期借入金 2,458 〃 

計 4,394百万円 

(うち工場財団分 2,894百万円)
 

   上記の担保資産に対する債務

短期借入金 1,337百万円

長期借入金 1,142 〃 

計 2,480百万円

(うち工場財団分 1,980百万円)

   上記の担保資産に対する債務

短期借入金 1,896百万円

長期借入金 1,549 〃 

計 3,446百万円

(うち工場財団分 2,446百万円)

 ３ 偶発債務について 

    保証債務 

     連結子会社（㈱ニチノー

サービス）が金融機関を

引受人とする無担保社債

を発行することに対し債

務保証しています。 

800百万円 

 ３ 偶発債務について 

    保証債務 

     連結子会社（㈱ニチノー

サービス）が金融機関を

引受人とする無担保社債

を発行することに対し債

務保証しています。 

725百万円

 ３ 偶発債務について 

    保証債務 

     連結子会社（㈱ニチノー

サービス）が金融機関を

引受人とする無担保社債

を発行することに対し債

務保証しています。 

725百万円

  ㈱ジェイツーに対する大

成建設㈱の連帯保証に対

して、出資比率に応じて

極度額を債務保証してい

ます。 

3百万円 

  ㈱ジェイツーに対する大

成建設㈱の連帯保証に対

して、出資比率に応じて

極度額を債務保証してい

ます。 

2百万円

  ㈱ジェイツーに対する大

成建設㈱の連帯保証に対

して、出資比率に応じて

極度額を債務保証してい

ます。 

3百万円

――――― ※４ 中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日を

もって決済処理をしていま

す。 

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であった

ため、次の中間期末日満期手

形が中間期末残高に含まれて

います。 

受取手形 287百万円

支払手形 171 〃 
設備関係支払手形 20 〃 

 

※４ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもっ

て決済処理をしています。 

   なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれています。 

受取手形 1,211百万円

支払手形 133 〃 
設備関係支払手形 18 〃 

 

50 



日本農薬㈱ (4997) 平成19年9月期 中間決算短信 
 

前中間会計期間末 
(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年３月31日) 

前事業年度末 
(平成18年９月30日) 

５ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行８行と当座

貸越契約を締結しています。 

  当中間会計期間末における当座

貸越契約に係る借入金未実行残高

等は次のとおりです。 

当座貸越極度額 4,290百万円 

借入実行残高 2,915 〃 

差引額 1,375百万円 
 

５ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行８行と当座

貸越契約を締結しています。 

  当中間会計期間末における当座

貸越契約に係る借入金未実行残高

等は次のとおりです。 

当座貸越極度額 3,000百万円

借入実行残高 1,850 〃 

差引額 1,150百万円
 

――――― 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 21百万円 

受取配当金 48 〃 

不動産賃貸料 21 〃 

製品改装費収入 21 〃 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 30百万円

受取配当金 58 〃 

不動産賃貸料 21 〃 

製品改装費収入 22 〃 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 43百万円

受取配当金 85 〃 

不動産賃貸料 42 〃 

製品改装費収入 25 〃 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 66百万円 

売上割引 14 〃 

不良たな卸資産
廃棄損 

53 〃 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 62百万円

売上割引 14 〃 

不良たな卸資産
廃棄損 

27 〃 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 139百万円

売上割引 27 〃 

不良たな卸資産
廃棄損 

204 〃 

――――― ※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 25百万円
 

――――― 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産処分損 5百万円 

減損損失 690 〃 
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産処分損 8百万円

埋設農薬処理費 13 〃 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産処分損 39百万円

減損損失 690 〃 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、

当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

賃貸 

資産 
土地 

神奈川県

鎌倉市 
278 

賃貸 

資産 
土地 

千葉県 

市川市 
396 

遊休 

資産 
土地 

兵庫県 

赤穂郡 
14 

 計  690 

当社は、減損損失を把握す

るにあたっては化学事業、

個別の賃貸資産、遊休資産

及び共用資産にグルーピン

グしております。このうち

時価が著しく下落した賃貸

資産及び遊休資産につい

て、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（690百万円）と

して特別損失に計上しまし

た。 

なお、当該資産の回収可能

価額は、賃貸資産について

は使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フ

ローを2.1％で割り引いて算

定しております。また、遊

休資産については、固定資

産税評価額に基づく正味売

却価額により測定しており

ます。 

――――― ※５ 減損損失 

当事業年度において、当社は

以下の資産について減損損失

を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

賃貸 

資産 
土地 

神奈川県

鎌倉市 
278 

賃貸 

資産 
土地 

千葉県 

市川市 
396 

遊休 

資産 
土地 

兵庫県 

赤穂郡 
14 

 計  690 

当社は、減損損失を把握する

にあたっては化学事業、個別

の賃貸資産、遊休資産及び共

用資産にグルーピングしてお

ります。このうち時価が著し

く下落した賃貸資産及び遊休

資産について、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（690百万

円）として特別損失に計上し

ました。 

なお、当該資産の回収可能価

額は、賃貸資産については使

用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを

2.1％で割り引いて算定して

おります。また、遊休資産に

ついては、固定資産税評価額

に基づく正味売却価額により

測定しております。 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 265百万円

無形固定資産 503 〃 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 253百万円

無形固定資産 503 〃 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 505百万円

無形固定資産 1,007 〃 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 846,838 136,057 ― 982,895 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   市場買付による増加         86,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加   50,057株 

 

前事業年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 762,522 84,316 ― 846,838 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   84,316株 

 

 

(7) 用途別売上高明細表 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
 

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比
(％) 

殺 虫 剤 7,000 37.3 7,801 39.8 12,443 38.2

殺 菌 剤 3,956 21.0 3,859 19.7 6,824 21.0

殺 虫 殺 菌 剤 2,531 13.5 2,618 13.3 3,808 11.7

除 草 剤 3,068 16.4 2,705 13.8 4,552 14.0

そ の 他 2,208 11.8 2,637 13.4 4,925 15.1

合 計 18,764 100.0 19,622 100.0 32,553 100.0

輸 出 金 額 2,790 3,629 6,308 

 

 

６．その他 

該当事項はありません。 
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