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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 40,412 ― 2,515 ― 4,602 ― 3,329 ―

20年3月期第1四半期 38,992 18.1 3,646 214.1 3,856 153.8 1,850 173.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 21.88 ―

20年3月期第1四半期 12.16 ―

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

21年3月期第1四半期 176,939 75,549 40.0 465.71
20年3月期 168,232 72,418 40.3 445.20

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  70,861百万円 20年3月期  67,743百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 74,000 ― 300 ― 600 ― 0 ― 0.00
通期 160,000 1.5 6,200 △36.9 6,700 △37.8 3,700 △28.2 24.32

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  

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

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

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 1.平成21年度３月期の第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、現在集計中であり、業績予想の修正が必要な場合は、適宜開示いたします。 
  なお、通期の連結業績予想につきましては、第２四半期累計期間決算発表時に見直しを行う予定であります。 
 2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  154,317,630株 20年3月期  154,317,630株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,157,476株 20年3月期  2,153,800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  152,161,479株 20年3月期第1四半期  152,178,301株



【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

　「化学品事業」に関しましては、工業薬品や飼料添加物メチオニンを中心に販売価格が上昇したこと等により、

当第１四半期の売上高は227億１百万円となり、前年同期に比べ25億７千４百万円の増収となりました。

　「農業化学品事業」に関しましては、殺菌剤「トップジンM」や除草剤「ホーネスト」の輸出向けが好調に推移

したこと等により、当第１四半期の売上高は95億７千３百万円となり、前年同期に比べ８億１千３百万円の増収

となりました。

　「その他事業」に関しましては、「運輸・倉庫部門」は堅調に推移いたしましたが、「建設部門」及び「非鉄

金属他部門」で取扱高が減少したこと等により、当第１四半期の売上高は81億３千６百万円となり、前年同期に

比べ19億６千８百万円の減収となりました。

　以上により、当第１四半期の売上高は404億１千２百万円となり、前年同期に比べ14億１千９百万円の増収とな

りました。

　利益面に関しましては、前年同期に比べ為替相場が円高になるとともに、原燃料価格が一段の上昇をしたこと

等により、当第１四半期の営業利益は25億１千５百万円となり、前年同期に比べ11億３千万円の減益となりまし

たが、経常利益につきましては、持分法適用会社の収支が大幅に改善したこと等により、前年同期に比べ７億４

千６百万円の増益となりました。また、当第１四半期の四半期純利益は33億２千９百万円となり、前年同期に比

べ14億７千９百万円の増益となりました。

  2.連結財務状態に関する定性的情報

　総資産は1,769億３千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ87億７百万円増加いたしました。これは、現金

及び預金や投資有価証券が増加したことなどによるものであります。

　また、負債は1,013億８千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ55億７千５百万円増加いたしました。これ

は、リース債務の計上などによるものであります。

　純資産は755億４千９百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の40.3％から40.0％となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は52億９千３百万円となりました。これは、主として、税金等調整前四半期純利

益50億９千３百万円から持分法による投資利益17億５千３百万円を控除し、減価償却費18億９千４百万円を加え

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）

　投資活動の結果支出した資金は11億２千1百万円となりました。これは、主として、有形固定資産の取得による

支出11億３千１百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は５億２千３百万円となりました。これは、配当金の支払い９億１千３百万円な

どによるものであります。

（現金及び現金同等物の四半期末残高）

　当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は128億９千５百万円となりました。

  3.連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年3月期の第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、本年5月15日に売上高740億円、営業利益

3億円、経常利益6億円、当期純利益0億円と発表いたしましたが、これについては現在集計中であり、修正が必要

な場合は、適宜開示いたします。

　なお、通期の連結業績予想（本年5月15日発表 売上高1,600億円、営業利益62億円、経常利益67億円、当期純利

益37億円）につきましては、第２四半期累計期間決算発表時に見直しを行う予定であります。



  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)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

   ①簡便な会計処理

　　　 該当事項はありません。

　 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　 該当事項はありません。

(3)四半期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

　 ①　 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に

　 　 関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

　 　 務諸表表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　 ②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　   　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」　

　　（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変

　　 更による損益への影響は軽微であります。

　 ③リース取引に関する会計基準の適用  

　　　 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

　　 っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準13号（平成5年6月17日（企業会計審議

　　 会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

　　 用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が平成20

　　 年4月1日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

　　 に伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

　　 っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

　   は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　　 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。　　 

(4)追加情報

　   　当第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直し

　　 を行った結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益は38百万円、経常利益は40百万円、税金等調整

     前四半期純利益は38百万円それぞれ増加しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,923 9,348

受取手形及び売掛金 48,215 49,669

製品 17,140 13,831

半製品 516 230

原材料 4,639 4,136

仕掛品 840 858

繰延税金資産 1,851 2,344

その他 7,411 7,376

貸倒引当金 △44 △47

流動資産合計 93,495 87,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,669 16,937

機械装置及び運搬具 13,776 14,172

工具、器具及び備品 1,526 1,569

土地 14,722 14,722

リース資産 776 －

建設仮勘定 243 215

有形固定資産合計 47,715 47,618

無形固定資産   

のれん 977 1,303

その他 1,431 1,129

無形固定資産合計 2,409 2,433

投資その他の資産   

投資有価証券 27,496 24,738

長期前払費用 558 499

繰延税金資産 1,725 1,796

その他 3,598 3,458

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 33,318 30,432

固定資産合計 83,443 80,483

資産合計 176,939 168,232



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,406 27,444

短期借入金 42,421 39,979

未払法人税等 495 516

賞与引当金 3,676 2,521

その他 7,231 5,910

流動負債合計 82,232 76,371

固定負債   

長期借入金 12,356 14,191

繰延税金負債 1,328 452

退職給付引当金 2,157 2,249

その他 3,315 2,550

固定負債合計 19,157 19,442

負債合計 101,389 95,814

純資産の部   

株主資本   

資本金 29,166 29,166

資本剰余金 26,094 26,094

利益剰余金 13,620 11,203

自己株式 △574 △573

株主資本合計 68,306 65,890

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,450 1,655

繰延ヘッジ損益 △71 △12

為替換算調整勘定 176 209

評価・換算差額等合計 2,555 1,852

少数株主持分 4,687 4,674

純資産合計 75,549 72,418

負債純資産合計 176,939 168,232



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 40,412

売上原価 31,565

売上総利益 8,846

販売費及び一般管理費 6,330

営業利益 2,515

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 295

受取賃貸料 137

持分法による投資利益 1,753

その他 401

営業外収益合計 2,595

営業外費用  

支払利息 229

不動産賃貸原価 96

出向者給与 89

その他 93

営業外費用合計 509

経常利益 4,602

特別利益  

受取補償金 473

投資有価証券売却益 18

その他 2

特別利益合計 494

特別損失  

固定資産廃棄損 2

その他 1

特別損失合計 3

税金等調整前四半期純利益 5,093

法人税、住民税及び事業税 787

法人税等調整額 934

法人税等合計 1,721

少数株主利益 42

四半期純利益 3,329



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 5,093

減価償却費 1,894

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,155

退職給付引当金の増減額（△は減少） △92

受取利息及び受取配当金 △303

支払利息 229

持分法による投資損益（△は益） △1,753

売上債権の増減額（△は増加） 1,117

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,073

仕入債務の増減額（△は減少） 1,358

その他 △6

小計 5,618

利息及び配当金の受取額 680

利息の支払額 △236

法人税等の支払額 △769

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,293

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,131

無形固定資産の取得による支出 △23

その他 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,121

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,850

長期借入金の返済による支出 △2,242

配当金の支払額 △913

その他 △217

財務活動によるキャッシュ・フロー △523

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,569

現金及び現金同等物の期首残高 9,326

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,895



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表
規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記
　  該当事項なし

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

    当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年6月30日）

化学品事業
農業化学品

事業
その他事業 計

消去又は
全社

連  結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 22,701 9,573 8,136 40,412 ― 40,412

(2) セグメント間の内部売上高 5 92 1,245 1,343 (1,343) ―

又は振替高

計 22,707 9,665 9,381 41,755 (1,343) 40,412

営業利益 1,595 557 196 2,349 166 2,515

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年6月30日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計の金額に占める割合の90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

【海外売上高】
当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年6月30日）

アジア地域 欧州地域 北米地域
その他の
地域

計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,236 2,662 2,139 1,575 11,613

Ⅱ 連結売上高（百万円） 40,412

Ⅲ
連結売上高に占める海外売上高
の割合（％）

13.0 6.6 5.3 3.9 28.7

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
　  該当事項なし



【参考】

　　前第１四半期に係る財務諸表等

（１） (要約)四半期連結損益計算書

前年同四半期

(平成20年3月期

第1四半期)

金　　　額

Ⅰ 売　上　高 38,992

Ⅱ 売上原価 29,108

売上総利益 9,884

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,237

営業利益 3,646

Ⅳ 営業外収益 726

受取利息及び配当金 175

持分法による投資利益 32

その他 518

Ⅴ 営業外費用 517

支払利息 234

その他 282

経常利益 3,856

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 11

固定資産廃却損 10

その他 0

3,844

法人税等 1,912

少数株主利益 81

1,850四半期(当期)純利益

(単位：百万円)

税金等調整前四半期(当期)純利益

科　　目



（２） (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20年3月期

第1四半期)

金　　　額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期(当期)純利益 3,844

減価償却費 1,812

売上債権の増減額（△増加額） 2,425

たな卸資産の増減額（△増加額） △ 1,266

仕入債務の増減額（△減少額） △ 830

その他 △ 540

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,444

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 852

有形固定資産の売却による収入 2

投資有価証券の取得による支出 △ 279

その他 △ 93

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,223

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 970

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △ 2,270

配当金の支払額 △ 761

その他 △ 30

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,092

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 3,128

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,882

Ⅶ 12,010現金及び現金同等物の四半期末残高

区　　分
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