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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,600 ― 95 ― 109 ― 37 ―
20年3月期第2四半期 5,414 △10.8 124 45.4 111 540.7 △165 ―

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2四半期 5.62 ―
20年3月期第2四半期 △24.89 ―

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2四半期 8,767 5,164 58.3 771.44
20年3月期 8,512 5,152 59.9 768.04

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,108百万円 20年3月期  5,095百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,500 3.1 240 2.1 260 5.3 70 ― 10.56

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 
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。 
上記の予想には本資料の発表日現在の将来に関する見直しに基づく予想が含まれておりますので実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。 
 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  6,691,300株 20年3月期  6,691,300株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  69,255株 20年3月期  56,330株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  6,630,707株 20年3月期第2四半期  6,637,758株
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経営成績の分析  
 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、原油・原材料価格の高騰が続くなか、欧米の金融危
機による世界経済への影響を受け、輸出や個人消費の減少などにより、景気の後退感が急速に強まりまし
た。  
 このような経済情勢のなか、当社グループを取り巻く事業環境は、ゴルフ場業界では業界全体の回復に
は至らず、また国内の製紙業界の生産調整、公共投資の減少などが続いており、依然として厳しい状況下
にありました。  
 このような環境のもと、当社グループは全事業にわたり主力商品や新製品の拡販、販路の開拓及び技術
サービスに徹した営業活動を推進し、事業の回復に努めました。この結果、当第２四半期連結累計期間の
連結売上高は５６億円（前年同期比3.4％増）となりました。利益面につきましては、連結営業利益は資
材等原価の上昇により９千５百万円（前年同期比23.3％減）となり、連結経常利益は１億９百万円（前年
同期比1.9％減）となりました。また連結第２四半期純利益は３千７百万円（前年同期は１億６千５百万
円の損失）となりました。  
  
当第２四半期連結累計期間における事業別の概況については、以下のとおりであります。  

〔緑化関連薬剤・資材事業〕  
 主要需要先のゴルフ場業界は、来場者数の緩やかな回復傾向を示しておりますが、地域間格差もあり、
コースのプレー料金の低下傾向が続いているため、業界全体の回復には至っておらず、またゴルフ場の運
営コストの削減などの経営合理化が一段と強まり、依然として厳しい状況でありました。道路、鉄道等の
緑地分野においても、資材需要の回復傾向が見られるものの、企業間の競争は一段と激化しました。  
 このような状況下、当社は三栄商事株式会社を前期末に新たに子会社に加え、グループ事業体制の強化
を図りました。当事業部門は、主要除草剤「ウェイアップフロアブル」、「ダブルアップＤＧ」、抑草剤
「ショートキープ液剤」および殺菌剤、殺虫剤、芝用肥料などの主力商品の拡販に努めました。また、ゴ
ルフ場等の総合メンテナンス受託事業では、受託コースのメンテナンス管理の充実に努め、今期、更に１
コースの受託管理を請けました。この結果、当事業の売上高は４４億５千２百万円（前年同期比5.7％
増）、営業利益は２億９千７百万円（前年同期比0.5％減）となりました。  
 
〔産業用薬品事業〕  
 主要需要先の製紙業界は、国内需要が横這い状態のなか、重油、チップ、古紙などの原燃料価格の高
騰・高止まりの影響により厳しい事業環境が続いており、業界全体としては販売価格の改定や、コストの
大幅削減、生産調整などの経営合理化が一段と強化されてきました。  
 このような状況下、当事業部門は製紙向け新製品及び新規需要先の開拓に傾注し、現場に密着したテク
ニカルサービス営業に努めました結果、殺菌・防腐剤や異物除去剤が伸長しました。この結果、当事業の
売上高は８億３千８百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益は３千１百万円（前年同期比16.9％減）と
なりました。  
 
〔土木緑化工事事業〕  
 主要受注先の公共事業は依然として工事の減少、低価格化の影響による低迷が続き、企業間競争が一段
と厳しさを増しました。また、ゴルフ場関連工事を含めた民間工事でも同様に受注が減少傾向にありまし
た。  
 このような状況下、当事業部門は全事業所にわたり防災施設公園工事、校庭緑化工事のほか、ゴルフ場
関連工事などの当社技術を生かせる受注活動に努めました。この結果、当事業の受注工事高は７億５千３
百万円（前年同期比3.7％減)、売上高は１億４千５百万円（前年同期比27.8％減)、営業損失は５千９百
万円（前年同期は６千１百万円の営業損失）、繰越工事高は９億９千６百万円（前年同期比14.3％増）と
なりました。  
 
〔その他事業〕  
 その他の事業は、保険代理業・リース業及び食品添加物の販売などで、当事業の売上高は１億６千４百
万円（前年同期比7.8％減）、営業利益は３百万円（前年同期比64.1％減）となりました。  
  

  

資産・負債及び純資産の状況  
 当第２四半期連結会計期間末の総資産は８７億６千７百万円で、前連結会計年度末に比べ２億５千４百
万円の増加となりました。  
 これは、流動資産が３億７千４百万円の増加、固定資産が１億２千万円の減少によるものです。流動資
産の増加は、現金及び預金２億３千３百万円、たな卸資産５億４百万円等の増加、受取手形及び売掛金４
億１千２百万円等の減少によるものです。  

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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 固定資産の減少は、投資その他の資産８千９百万円（差入保証金７千７百万円の減少）等の減少によ
るものです。  
 負債は３６億２百万円で、前連結会計年度末に比べ２億４千２百万円の増加となりました。  
 これは、流動負債が２億７千６百万円の増加、固定負債が３千３百万円の減少によるものです。流動負
債の増加は、支払手形及び買掛金２億２千５百万円、流動負債その他（未成工事受入金２億４千１百万円
の増加）等の増加、それに対して短期借入金５千万円、未払法人税等１億３千７百万円等の減少によるも
のです。  
 固定負債の減少は、長期借入金４千１百万円等の減少によるものです。  
 純資産は５１億６千４百万円で、前連結会計年度末に比べ１千１百万円の増加となりました。  
 これは四半期純利益３千７百万円、その他有価証券評価差額金１千１百万円の増加に対し配当金の支払
３千３百万円の支払等によるものです。  
 この結果、自己資本比率は５８.３％、１株当たり純資産額は７７１円４４銭となりました。  
 
キャッシュ・フローの状況  
 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により３億６千２百万円増加、
投資活動により０百万円減少、財務活動により１億２千８百万円減少し、現金及び現金同等物は２億３千
３百万円の増加となり、現金及び現金同等物の第２四半期連結累計期間末残高は１１億９千６百万円とな
りました。  
 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、３億６千２百万円の増加となりました。これは、税金等調整前
四半期純利益１億１千４百万円、売上債権の減少６億９千７百万円、仕入債務の増加２億２千４百万円等
の資金の増加に対し、たな卸資産の増加５億４百万円、法人税等の支払額２億１千５百万円等の資金の減
少によるものです。  
 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、０百万円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得に
よる支出１千９百万円、投資有価証券売却による収入１千７百万円等によるものです。  
 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億２千８百万円の減少となりました。これは、短期借入によ
る収入２億５千万円に対し、短期・長期借入金３億４千１百万円の返済及び配当金の支払い３千３百万円
によるものです。  
  

  

第2四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年5月22
日に公表いたしました平成21年3月期の通期連結業績予想を修正しております。詳細は平成20年11月10日
に開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

                                                            （単位：百万円） 

 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 修正予想 11,500 240 260 70 

ご参考

 前期実績       
（平成20年3月期） 11,158 235 247 △ 174
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該当事項はありません。 
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  
 税金費用の計算  
 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前
四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  
 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。  
  

  

(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)「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9
号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。  
当該変更の結果、損益に与える影響額はありません。  

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)

(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

(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
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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：百万円） 

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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 1,197 963 

受取手形及び売掛金 2,624 3,037 

商品及び製品 1,294 1,225 

仕掛品 55 37 

原材料及び貯蔵品 104 70 

販売用不動産 10 10 

未成工事支出金 482 98 

その他 202 155 

貸倒引当金 △37 △39 

流動資産合計 5,935 5,561 

固定資産 

有形固定資産 

土地 1,180 1,180 

その他（純額） 404 422 

有形固定資産合計 1,585 1,603 

無形固定資産 

のれん 154 161 

その他 20 25 

無形固定資産合計 175 187 

投資その他の資産 

投資有価証券 374 374 

ゴルフ会員権 288 287 

その他 593 681 

貸倒引当金 △185 △182 

投資その他の資産合計 1,070 1,160 

固定資産合計 2,831 2,951 

資産合計 8,767 8,512 
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（単位：百万円） 

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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 1,948 1,723 

短期借入金 133 183 

未払法人税等 84 221 

賞与引当金 146 144 

その他 545 308 

流動負債合計 2,858 2,582 

固定負債 

長期借入金 135 177 

退職給付引当金 405 400 

役員退職慰労引当金 121 118 

その他 81 81 

固定負債合計 744 777 

負債合計 3,602 3,360 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,102 1,102 

資本剰余金 1,328 1,328 

利益剰余金 2,630 2,626 

自己株式 △18 △14 

株主資本合計 5,044 5,043 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 64 52 

評価・換算差額等合計 64 52 

少数株主持分 55 56 

純資産合計 5,164 5,152 

負債純資産合計 8,767 8,512 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 5,600 

売上原価 4,153 

売上総利益 1,446 

販売費及び一般管理費 1,350 

営業利益 95 

営業外収益 

受取利息 1 

受取配当金 3 

受取賃貸料 11 

負ののれん償却額 0 

持分法による投資利益 0 

雑収入 4 

営業外収益合計 21 

営業外費用 

支払利息 5 

雑損失 2 

営業外費用合計 7 

経常利益 109 

特別利益 

固定資産売却益 0 

投資有価証券売却益 6 

受取保険金 7 

その他 1 

特別利益合計 15 

特別損失 

固定資産売却損 0 

固定資産処分損 1 

投資有価証券評価損 8 

その他 0 

特別損失合計 11 

税金等調整前四半期純利益 114 

法人税、住民税及び事業税 75 

少数株主利益 1 

四半期純利益 37 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 114 

減価償却費 41 

のれん償却額 6 

引当金の増減額（△は減少） 9 

受取利息及び受取配当金 △4 

支払利息 5 

持分法による投資損益（△は益） △0 

投資有価証券売却損益（△は益） △6 

投資有価証券評価損益（△は益） 8 

売上債権の増減額（△は増加） 697 

たな卸資産の増減額（△は増加） △504 

仕入債務の増減額（△は減少） 224 

未払消費税等の増減額（△は減少） △18 

その他 3 

小計 578 

利息及び配当金の受取額 4 

利息の支払額 △5 

法人税等の支払額 △215 

営業活動によるキャッシュ・フロー 362 

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 △19 

有形固定資産の売却による収入 0 

投資有価証券の取得による支出 △3 

投資有価証券の売却による収入 17 

子会社株式の取得による支出 △0 

貸付金の回収による収入 0 

その他 3 

投資活動によるキャッシュ・フロー △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 250 

短期借入金の返済による支出 △300 

長期借入金の返済による支出 △41 

配当金の支払額 △33 

自己株式の取得による支出 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー △128 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233 

現金及び現金同等物の期首残高 962 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,196 
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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。 

  

 
当第２四半期連結会計期間（自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日）  
 該当事項はありません。  
  

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年 4月 1日 至 平成20年 9月30日) 

                                                                       （単位：百万円） 

 
  

  

 
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）  
 該当事項はありません。  
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

緑化関連
薬剤・資材

事業

産業用  
薬品事業

土木緑化  
工事事業

その他  
事業

消去   
又は 
全社

連結

売上高

 (1)外部顧客に 
   対する売上高

4,452 838 145 164 ― 5,600

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5 ― ― ― ( 5) ―

計 4,457 838 145 164 ( 5) 5,600

 営業利益又は        
 営業損失（△）

297 31 △ 59 3 (177) 95

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）中間連結損益計算書 

                                  （単位：百万円） 

「参考」

                   
                             期別

前中間連結会計期間

自 平成19年4月 1日

至 平成19年9月30日

  科目 金  額 百分比

１．売 上 高 5,414 100

２．売 上 原 価 4,010 74.1

   売 上 総 利 益 1,404 25.9

３．販売費及び一般管理費 1,279 23.6

   営 業 利 益 124 2.3

４．営 業 外 収 益 16 0.3

  受取利息及び配当金 4

  賃貸料 8

  雑収入 3

５．営 業 外 費 用 29 0.5

  支払利息 2

  持分法による投資損失 22

  貸倒引当金繰入額 3

  たな卸資産廃棄損 0

  雑損失 0

   経 常 利 益 111 2.1

６．特  別  利  益 27 0.5

  投資有価証券売却益 13

  その他 13

７．特  別  損  失 210 3.9

  固定資産廃棄損 4

  固定資産売却損 0

  投資有価証券評価損 205  

  税金等調整前中間純損失（△） △70 △1.3

  法人税、住民税及び事業税 101 1.9

  法人税等調整額 △10 △0.2

  少 数 株 主 利 益 2 0.1

  中間純損失（△） △165 △3.1
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（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                     （単位：百万円） 

前中間連結会計期間

                             期   別 自 平成19年4月1日

至 平成19年9月30日

    科   目 金    額

１．営業活動によるキャッシュフロ-

 税金等調整前中間純損失（△） △70

 減価償却費 36

 のれん償却額 11

 各種引当金減少額 △2

 受取利息及び受取配当金 △4

 支払利息 2

 持分法による投資損失 22

 投資有価証券売却益 △13

 投資有価証券評価損 205

 売上債権の減少額 364

 たな卸資産の増加額 △498

 仕入債務の増加額 478

 未払消費税等の減少額 △5

 そ  の  他 △59

        小計 468

 利息及び配当金受取額 5

 利息支払額 △2

 法人税等の支払額 △74

 営業活動によるキャッシュフロ- 396

２．投資活動によるキャッシュフロ-

 定期預金の減少額 49

 投資有価証券の取得による支出 △0

 投資有価証券の売却による収入 27

  貸付回収による収入 0

 有形固定資産の取得による支出 △37

 有形固定資産の売却による収入 0

 無形固定資産の取得による支出 △0

 そ  の  他 0

 投資活動によるキャッシュフロ- 40

３．財務活動によるキャッシュフロ-

 長期借入金返済額 △58

 配当金の支払額 △33

 財務活動によるキャッシュフロ- △92

４．現金及び現金同等物の増加額 343

５．現金及び現金同等物期首残高 831

６．現金及び現金同等物中間期末残高 1,175
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セグメント情報 

  【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19年4月1日 至平成19年9月30日） 

                                                                      （単位：百万円） 

緑化関連 
薬剤・資材 

事業

産業用  
薬品事業

土木緑化
工事事業

その他  
事業

計
消去  
又は 
全社

連結

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,210 825 201 177 5,414 ― 5,414

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5 ― ― ― 5 ( 5) ―

計 4,215 825 201 177 5,420 ( 5) 5,414

 営業費用 3,916 787 262 168 5,134 155 5,290

営業利益又は        
営業損失（△）

299 38 △ 61 8 285 (160) 124
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