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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 17,586 ― 204 ― 248 ― 80 ―

20年3月期第1四半期 12,705 14.1 859 △33.8 803 △36.7 425 △43.5

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 1,152.04 ―

20年3月期第1四半期 5,905.21 ―

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 37,071 16,625 44.8 237,500.32
20年3月期 35,630 16,763 47.0 238,125.08

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,625百万円 20年3月期  16,763百万円

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 ― 2,500.00 ― 3,000.00 5,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2,500.00 ― 3,000.00 5,500.00

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 31,500 ― 50 ― 150 ― 80 ― 1,138.04
通期 68,400 32.1 1,900 △33.0 2,000 △24.5 1,100 △27.9 15,648.12

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) 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  有  

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

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

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 無

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  72,000株 20年3月期  72,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,000株 20年3月期  1,602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  70,275株 20年3月期第1四半期  72,000株
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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 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰が企業業績に大きな影響を与

え、設備投資は横ばいとなり雇用環境改善が鈍化しました。また、生活用品の値上げで消費者の購買意欲が低下す

るなど景気の先行きに対する不透明感が一層強まってまいりました。 

 このような経済状況のもとで、当企業グループの事業における状況は、各事業で原材料価格が値上がりし、エネ

ルギーコストのアップと合わせて製造コストが上昇しました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高は17,586百万円（前年同期実績12,705百万円）、

営業利益は204百万円（前年同期実績859百万円）、経常利益は248百万円（前年同期実績803百万円）、当期純利益

は80百万円（前年同期実績425百万円）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（鉄鋼建設資材事業） 

 鉄鋼建設資材事業では、主原料である鉄スクラップや副原料の高騰に加え、原油価格上昇に伴うエネルギーコス

トの増加もあり、大幅なコストアップとなりました。こうした中、原料調達環境の変化によるコストアップ分の製

品価格への転嫁を鋭意進めますとともに、製造工程におけますコストダウンを図って参りました。この結果、当第

１四半期連結会計期間における業績は、売上高は12,375百万円（前年同期実績8,766百万円）、営業利益は217百万

円（前年同期実績919百万円）となりました。 

（農業資材事業） 

 肥料事業、園芸事業では、輸入原料を中心に大幅な値上げとなりました。肥料事業では、平成20年7月からの製

品販売価格大幅値上げを見込んだ繰上げ注文が増加し、販売数量は大幅に増加いたしました。園芸事業でも、製品

販売価格の値上げを主力であるホームセンターを中心に進めました。種苗事業では、トマト種子の販売拡大の取組

みを進めるとともに、ホウレンソウなどの販売量が増加しました。この結果、当第１四半期連結会計期間における

業績は、売上高は4,648百万円（前年同期実績3,354百万円）、営業利益は302百万円（前年同期実績215百万円）と

なりました。 

（環境サービス事業） 

 環境サービス事業では、環境計量証明・環境コンサルタント事業で土壌分析業務が増加いたしましたが、当該期

間の官需の受注比率が高いため、その収益効果は次期間以降となっております。廃棄物処理・リサイクル事業で

は、木くずのパルプ原料化量が増加いたしました。この結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高

は215百万円（前年同期実績208百万円）、営業損失は64百万円（前年同期実績の営業損失46百万円）となりまし

た。 

（その他事業） 

 砕石・砕砂事業を行なう上武産業株式会社は、新規物件の減少している中、需要家のニーズに応じたきめ細かい

製品の生産・販売を推進してまいりました。この結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高は390

百万円（前年同期実績406百万円）、営業利益は20百万円（前年同期実績26百万円）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（貸借対照表の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末の流動資産は20,878百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,375百万円増加いた

しました。主な要因といたしましては、営業活動に伴う現金及び預金の増加655百万円、受取手形及び売掛金686百

万円の増加等であります。 

 固定資産は、16,192百万円となり、前連結会計年度末に比べ65百万円の増加となりました。主な要因といたしま

しては、有形固定資産60百万円の増加等であります。 

 この結果、資産合計は37,071百万円（前連結会計年度末比1,440百万円増）となりました。 

 流動負債は、18,683百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,522百万円の増加となりました。主な要因といた

しましては、支払手形及び買掛金2,316百万円の増加と、短期借入金355百万円、1年以内返済予定の長期借入金130

百万円、未払法人税等320百万円の減少等であります。 

 固定負債は、1,762百万円となり、前連結会計年度末に比べ56百万円の増加となりました。主な要因といたしま

しては、長期借入金10百万円の減少と、退職給付引当金28百万円、その他の固定負債37百万円の増加等でありま

す。 

 この結果、負債合計は20,446百万円（前連結会計年度末比1,579百万円増）となりました。 

 純資産合計は、16,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ138百万円減少いたしました。主な要因といたし

ましては、利益剰余金の減少130百万円、自己株式の取得61百万円、その他有価証券評価差額金の増加70百万円等

であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末47.0％から44.8％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における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

655百万円増加の3,140百万円となりました。当第１四半期における各キャシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。 

 営業活動の結果得られた資金は、2,359百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益146百万円、減

価償却費345百万円、仕入債務の増加2,316百万円となったことと、売上債権の増加686百万円、法人税等の支払額

が472百万円となったこと等によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は、961百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出951百万円等

によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は、725百万円となりました。これは、短期借入金の純減少額が355百万円となった

ことと、長期借入金の返済による支出140百万円、配当金の支払168百万円を実施したこと等によるものでありま

す。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年６月９日に公表いたしました第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はありません。 
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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） 

 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 

1)たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として受払記録等により合理的に算出する方法によっております。 

2)固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。 

3)繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

 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。 

 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ34,335千円減少しておりま

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」（企業会計基準第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日以後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、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前のリース取引については、引き続き通常の賃

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。  

 これにより、リース資産として56,085千円を計上しておりますが、有形固定資産のその他に含めて掲記し

ております。一方、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 3,190,335 2,534,823

受取手形及び売掛金 9,209,766 8,522,917

商品 517,574 395,566

製品 3,516,730 3,679,345

半製品 1,592,076 2,180,378

原材料 2,161,005 1,506,618

貯蔵品 143,419 137,386

その他 554,001 555,533

貸倒引当金 △6,456 △9,325

流動資産合計 20,878,452 19,503,244

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,070,173 3,100,953

機械装置及び運搬具（純額） 6,240,850 6,353,785

土地 2,595,251 2,594,926

その他（純額） 1,668,716 1,464,951

有形固定資産合計 13,574,991 13,514,617

無形固定資産   

のれん 57,660 64,067

その他 445,560 428,175

無形固定資産合計 503,221 492,242

投資その他の資産 2,114,587 2,120,379

固定資産合計 16,192,799 16,127,239

資産合計 37,071,252 35,630,484

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,496,186 9,179,621

短期借入金 2,395,000 2,750,000

1年内返済予定の長期借入金 135,000 265,300

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 174,405 495,312

賞与引当金 107,744 375,852

その他 4,175,237 3,894,639

流動負債合計 18,683,573 17,160,725

固定負債   

長期借入金 40,000 50,000

退職給付引当金 1,162,194 1,133,416

その他 560,462 522,812
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（単位：千円）

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) 

固定負債合計 1,762,657 1,706,228

負債合計 20,446,230 18,866,954

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 1,802,000 1,802,000

利益剰余金 12,554,205 12,684,440

自己株式 △293,311 △232,059

株主資本合計 16,252,894 16,444,381

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 304,137 233,785

為替換算調整勘定 67,990 85,362

評価・換算差額等合計 372,128 319,148

純資産合計 16,625,022 16,763,529

負債純資産合計 37,071,252 35,630,484
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 17,586,070

売上原価 15,418,917

売上総利益 2,167,153

販売費及び一般管理費 1,962,985

営業利益 204,167

営業外収益  

受取利息 291

受取配当金 91,430

その他 24,719

営業外収益合計 116,441

営業外費用  

支払利息 10,985

売上割引 39,844

持分法による投資損失 13,537

その他 8,199

営業外費用合計 72,567

経常利益 248,042

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,101

特別利益合計 3,101

特別損失  

固定資産処分損 7,844

投資有価証券評価損 96,916

その他 340

特別損失合計 105,101

税金等調整前四半期純利益 146,042

法人税、住民税及び事業税 159,820

法人税等調整額 △94,737

法人税等合計 65,083

四半期純利益 80,959
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 146,042

減価償却費 345,432

売上債権の増減額（△は増加） △686,699

仕入債務の増減額（△は減少） 2,316,564

その他 627,578

小計 2,748,919

利息及び配当金の受取額 91,721

利息の支払額 △8,815

法人税等の支払額 △472,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,359,752

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 △951,500

無形固定資産の取得による支出 △280

その他 △10,080

投資活動によるキャッシュ・フロー △961,860

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） △355,000

長期借入金の返済による支出 △140,300

配当金の支払額 △168,515

その他 △61,252

財務活動によるキャッシュ・フロー △725,067

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 655,451

現金及び現金同等物の期首残高 2,484,703

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,140,155
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 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 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及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 

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。 

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。 

環境サービス事業…主要な製品・サービスは、環境計量証明・コンサルタント業と廃棄物処理・リサイク

ル事業であります。 

その他事業…………主要な製品は、砕石・砕砂等であります。 

 ３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４． (3） ②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「鉄鋼建設資材事業」で27,568千円、「農業資材

事業」で6,767千円それぞれ減少しております。 

  

ｂ．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） 

 本邦以外の売上高がないため該当事項はありません。 

ｃ．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） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  
鉄鋼建設資材 

事業 
（千円） 

農業資材事業

（千円） 

環境サービス
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） 

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
12,375,055 4,648,382 198,709 363,923 17,586,070 － 17,586,070 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ － 16,657 26,635 43,292 (43,292) － 

計 12,375,055 4,648,382 215,366 390,558 17,629,363 (43,292) 17,586,070 

営業利益 

（又は営業損失） 
217,828 302,889 (64,309) 20,829 477,237 (273,070) 204,167 
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 12,705,271 

Ⅱ 売上原価 10,058,759 

売上総利益 2,646,512 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,786,529 

営業利益 859,982 

Ⅳ 営業外収益 30,871 

受取利息 266 

受取配当金 12,192 

仕入割引 7,785 

その他 10,627 

Ⅴ 営業外費用 86,907 

支払利息 12,249 

売上割引 26,649 

持分法による投資損失 41,015 

その他 6,994 

経常利益 803,946 

Ⅵ 特別利益 5,829 

固定資産売却益 3,299 

貸倒引当金戻入益 2,529 

Ⅶ 特別損失 26,537 

固定資産処分損 26,537 

税金等調整前四半期純利益 783,238 

税金費用 358,063 

四半期純利益 425,175 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

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 783,238 

減価償却費 311,389 

売上債権の増加（△）又は減少 △360,140 

仕入債務の増加又は減少（△） △238,022 

その他 1,491,735 

小計 1,988,200 

利息及び配当金受取額 9,962 

利息の支払額 △8,978 

法人税等の支払額 △697,799 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,291,384 

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 △1,356,258 

無形固定資産の取得による支出 △67,725 

その他 △45,746 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,469,729 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額 930,000 

長期借入金の返済による支出 △331,941 

配当金の支払額 △210,342 

財務活動によるキャッシュ・フロー 387,716 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,957 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額） 213,328 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,878,587 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 3,091,916 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

本邦以外の売上高がないため該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

海外売上高がないため該当事項はありません。  

 
農業資材事業 
（千円） 

鉄鋼建設資材 
事業 

（千円） 

環境サービス
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） 

売上高 3,354,129 8,766,470 208,952 406,959 12,736,512 (31,240) 12,705,271 

営業費用 3,139,077 7,846,840 255,183 380,604 11,621,705 223,583 11,845,288 

営業利益 215,051 919,630 (46,231) 26,355 1,114,806 (254,823) 859,982 
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