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１．平成 20 年９月期第１四半期の連結業績（平成 19 年 10 月１日 ～ 平

(1) 連結経営成績                         

 売 上 高 営 業 利 益      経 常   

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万

20 年９月期第 1四半期 6,879   13.7 △94     ― △9

19 年９月期第 1四半期 6,051   11.0 △374     ― △39

19 年９月期 38,732 3,585 3,23

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円   銭 円   銭

20 年９月期第１四半期 △1     06 ―      ―

19 年９月期第 1四半期 △3     22 ―      ―

19 年９月期 23     35 ―      ― 
 

(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資

 百万円 百万円

20 年９月期第１四半期 49,199 29,925

19 年９月期第１四半期 49,194 29,294

19 年９月期 49,149 30,489

 

(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

キャッシュ
 百万円 百万円

20 年９月期第１四半期 279 △444

19 年９月期第１四半期 △79 △975

19 年９月期 1,388 △1,971
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（％表示は対前年同四半期増減率） 

利 益   四半期（当期）純利益

円   ％ 百万円   ％

1     ― △72     ―

3     ― △222     ―

5 1,612 

本比率 １株当たり純資産

％ 円   銭

60.8 434     04

59.5 424     11

62.0 442     09

による 

・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高
百万円 百万円

△104 2,757

180 4,582

△1,843 3,027



日本農薬㈱ (4997) 平成 20年 9月期 第１四半期財務・業績の概況 

２．配当の状況 

当社は四半期配当制度を採用しておりません。 
 
 
３．平成 20 年９月期の連結業績予想（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 20 年９月 30 日） 【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 20,700   △2.1 2,200   △4.7 2,100   △6.5 1,250  △13.4 18    12

通     期 38,500   △0.6 3,300   △8.0 2,900  △10.4 1,700     5.4 24    65

（注）平成 19 年 11 月 20 日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

 
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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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。 

 
 

― 2 ― 



日本農薬㈱ (4997) 平成 20年 9月期 第１四半期財務・業績の概況 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループの第１四半期業績は、中核事業である化学品事業・農薬販売が不需要期にあたる季節的要因

から、他の四半期に比べ相対的に売上、利益共に低い水準に止まる傾向があります。 

当第１四半期において化学品事業は、国内・海外の農薬販売を中心として売上を伸ばしました。国内農薬

販売では、昨年上市した園芸殺虫剤フェニックスなどの自社開発品の販売が伸長し、海外農薬販売でも前期

に引き続きアジア地域の販売が順調で、欧州の売上も増加しました。自社開発品の売上増により利益性は改

善され、前年同期比増収・増益の結果となりました。 

一方、工事事業、サービス事業は減収・減益となりましたが、当第 1 四半期における当社グループの連結

業績は、化学品事業の業績を主として、売上高 6,879 百万円（前年同期比 828 百万円増）、営業利益▲94 百万

円（同 279 百万円増）、経常利益▲91 百万円（同 301 百万円増）、当期純利益▲72 百万円（同 150 百万円増）

となりました。 
 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は 50 百万円増加し、純資産は 564

百万円減少しました。 

増減の主なものは、資産では、受取手形及び売掛金が 3,226 百万円減少し、たな卸資産が 3,262 百万

円増加しました。負債では、支払手形及び買掛金が 2,523 百万円増加しました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における連結ベースの現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 270 百万円減少し、2,757

百万円となりました。 

（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増加は、279 百万円となりました。これは、売上債権の減少 3,226 百万円、仕

入債務の増加 2,491 百万円等によるものです。 

（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、444 百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出

329 百万円等によるものです。 

（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減少は、104 百万円となりました。これは、配当金の支払額 310 百万円等によ

るものです。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 19 年 11 月 20 日に公表いたしました連結業績予想に変更はありませんが、今後の様々な要因により

実際の業績は予想値と異なる可能性があります。業績予想を見直す必要が生じた場合には適時に見直し数

値を開示する予定です。 
 

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） 

該当事項はありません。 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

・税金費用の計上は、簡便な方法により計上しております。 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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日本農薬㈱ (4997) 平成 20年 9月期 第１四半期財務・業績の概況 

５．(要約)四半期連結財務諸表 

(1) (要約)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

 

前年同四半期末 

(平成19年９月期 

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成20年９月期 

第１四半期末) 

増減 
(参考)前期末 

(平成19年９月期末)

区分 金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
増減率 
（％） 

金額 
構成比
（％）

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金 6,628 4,013 △2,615  5,083 

 ２ 受取手形及び売掛金 9,912 10,175 263  13,402 

 ３ たな卸資産 9,577 11,578 2,000  8,315 

 ４ その他 1,981 2,263 281  1,905 

   貸倒引当金 △3 △10 △6  △6 

  流動資産合計 28,096 57.1 28,020 57.0 △75 △0.3 28,701 58.4

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 12,768 13,112 344  12,982 

 ２ 無形固定資産 1,434 1,187 △246  1,177 

 ３ 投資その他の資産 6,895 6,878 △16  6,287 

  固定資産合計 21,098 42.9 21,179 43.0 81 0.4 20,448 41.6

  資産合計 49,194 100.0 49,199 100.0 5 0.0 49,149 100.0

   

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 １ 支払手形及び買掛金 6,794 6,876 82  4,352 

 ２ 短期借入金 2,641 1,955 △686  1,564 

 ３ 賞与引当金 222 294 71  560 

 ４ 返品調整引当金 54 46 △8  57 

 ５ その他 2,975 4,039 1,064  5,810 

  流動負債合計 12,687 25.8 13,211 26.9 523 4.1 12,345 25.1

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債 650 575 △75  575 

 ２ 長期借入金 1,382 568 △813  742 

 ３ 退職給付引当金 3,346 3,085 △260  3,151 

 ４ 役員退職慰労引当金 186 247 60  255 

 ５ その他 1,646 1,586 △60  1,590 

  固定負債合計 7,212 14.7 6,062 12.3 △1,149 △15.9 6,314 12.9

  負債合計 19,899 40.5 19,274 39.2 △625 △3.1 18,659 38.0

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 10,939 22.2 10,939 22.2 ― ― 10,939 22.3

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

３ 利益剰余金 3,861 7.9 5,140 10.5 1,279 33.1 5,523 11.2

４ 自己株式 △227 △0.5 △310 △0.6 △82 36.4 △293 △0.6

株主資本合計 27,808 56.5 29,005 59.0 1,196 4.3 29,405 59.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金 1,507 3.1 946 1.9 △561 △37.2 1,103 2.2

２ 為替換算調整勘定 △22 △0.1 △26 △0.1 △4 18.9 △18 △0.0

評価・換算差額等合計 1,485 3.0 920 1.8 △565 △38.1 1,084 2.2

純資産合計 29,294 59.5 29,925 60.8 630 2.2 30,489 62.0

負債純資産合計 49,194 100.0 49,199 100.0 5 0.0 49,149 100.0
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(2) (要約)四半期連結損益計算書 

（単位：百万円） 

 

前年同四半期 

(平成19年９月期 

第１四半期) 

当四半期 

(平成20年９月期 

第１四半期) 

増減 
(参考)前期 

(平成19年９月期) 

区分 金額 
百分比
（％）

金額 
百分比
（％）

金額 
増減率
（％）

金額 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 6,051 100.0 6,879 100.0 828 13.7 38,732 100.0

Ⅱ 売上原価 3,490 57.7 4,104 59.7 614 17.6 22,917 59.2

  売上総利益 2,560 42.3 2,774 40.3 213 8.4 15,815 40.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,934 48.5 2,868 41.7 △66 △2.3 12,229 31.5

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

△374 △6.2 △94 △1.4 279 ― 3,585 9.3

Ⅳ 営業外収益 44 0.8 56 0.8 11 25.2 259 0.7

Ⅴ 営業外費用 64 1.1 53 0.8 △10 △16.5 609 1.6

  経常利益 
  又は経常損失(△) 

△393 △6.5 △91 △1.4 301 ― 3,235 8.4

Ⅵ 特別利益 29 0.5 18 0.3 △10 △37.0 230 0.6

Ⅶ 特別損失 1 0.0 31 0.5 29 ― 876 2.3

  税金等調整前 
  四半期純損失(△) 
  又は税金等調整前 
  当期純利益 

△365 △6.0 △104 △1.6 260 ― 2,589 6.7

  税金費用 △142 △2.3 △32 △0.5 110 ― 977 2.5

  四半期純損失(△) 
  又は当期純利益 

△222 △3.7 △72 △1.1 150 ― 1,612 4.2
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(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前年同四半期(平成19年９月期第１四半期)                                                         （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 
剰余金

利益 
剰余金

自己株式
株主資本
合計 

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 10,939 13,235 4,429 △188 28,416 1,588 0 1,589 30,006

当四半期中の変動額   

 剰余金の配当  △345 △345  △345

 四半期純利益  △222 △222  △222

 自己株式の取得  △39 △39  △39

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純額) 

 △81 △22 △103 △103

当四半期中の変動額合計 ― ― △568 △39 △608 △81 △22 △103 △711

平成18年12月31日残高 10,939 13,235 3,861 △227 27,808 1,507 △22 1,485 29,294

 

当四半期(平成20年９月期第１四半期)                                                             （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 
剰余金

利益 
剰余金

自己株式
株主資本
合計 

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19年９月30日残高 10,939 13,235 5,523 △293 29,405 1,103 △18 1,084 30,489

当四半期中の変動額    

 剰余金の配当  △310 △310   △310

 四半期純利益  △72 △72   △72

 自己株式の取得  △16 △16   △16

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純額) 

 △156 △7 △164 △164

当四半期中の変動額合計 ― ― △383 △16 △400 △156 △7 △164 △564

平成19年12月31日残高 10,939 13,235 5,140 △310 29,005 946 △26 920 29,925

 

（参考）前期(平成19年９月期)                                                                   （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 
剰余金

利益 
剰余金

自己株式
株主資本
合計 

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 10,939 13,235 4,429 △188 28,416 1,588 0 1,589 30,006

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △518 △518  △518

 当期純利益  1,612 1,612  1,612

 自己株式の取得  △105 △105  △105

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 △485 △19 △504 △504

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 1,093 △105 988 △485 △19 △504 483

平成19年９月30日残高 10,939 13,235 5,523 △293 29,405 1,103 △18 1,084 30,489
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(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 

前年同四半期 

(平成19年９月期 

第１四半期) 

当四半期 

(平成20年９月期 

第１四半期) 

(参考)前期 

(平成19年９月期) 

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 税金等調整前四半期純損失(△) 
   又は税金等調整前当期純利益 

△365 △104 2,589

 ２ 減価償却費 401 253 1,671

 ３ 賞与引当金増減額(△は減少) △274 △266 63

 ４ 受取利息及び配当金 △17 △34 △94

 ５ 支払利息 36 37 177

 ６ 売上債権の増減額(△は増加) 2,667 3,226 △855

 ７ たな卸資産の増減額(△は増加) △2,361 △3,262 △1,124

 ８ 仕入債務の増減額(△は減少) 1,831 2,491 △576

 ９ その他 △1,440 △1,433 553

    小計 475 907 2,403

 10 法人税等の支払額 △546 △629 △936

 11 その他 △8 0 △79

  営業活動によるキャッシュ・フロー △79 279 1,388

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 有形固定資産の取得による支出 △188 △329 △1,004

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △161 △63 △727

 ３ 貸付による支出 △120 △85 △120

 ４ その他 △505 33 △119

  投資活動によるキャッシュ・フロー △975 △444 △1,971

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 768 396 4,829

 ２ 長期借入金の返済による支出 △202 △173 △1,896

 ３ 配当金の支払額 △345 △310 △518

 ４ その他 △39 △16 △4,257

  財務活動によるキャッシュ・フロー 180 △104 △1,843

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △1 △2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △873 △270 △2,428

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,455 3,027 5,455

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 4,582 2,757 3,027
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