
 
平成20年11月20日

 

   

 

 

 
1. 20年９月期の連結業績（平成19年10月１日～平成20年９月30日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
(注）20年９月期期末配当金の内訳 創立80周年記念配当 ２円 

  

3. 21年９月期の連結業績予想（平成20年10月１日～平成21年９月30日） 

 

 

平成20年９月期 決算短信

上 場 会 社 名 日本農薬株式会社 上場取引所 東証一部

コ ー ド 番 号 ４９９７ URL http://www.nichino.co.jp

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 大内 脩吉
問合せ先責任者 役職名 執行役員総務部長 氏名 中島 博之 TEL (03)3274－3374  

定時株主総会開催予定日 平成20年12月17日 配当支払開始予定日 平成20年12月18日

有価証券報告書提出予定日 平成20年12月18日

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年９月期 38,020 △1.8 3,779 5.4 3,610 11.6 2,046 26.9

19年９月期 38,732 5.2 3,585 46.1 3,235 56.3 1,612 71.5

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年９月期 29 91 ― 6.7 7.5 9.9

19年９月期 23 35 ― 5.3 6.6 9.3

(参考) 持分法投資損益 20年９月期 42百万円 19年９月期 20百万円

(2) 連結財政状態

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

20年９月期 47,779 30,754 64.1 449 62

19年９月期 49,149 30,489 62.0 442 09

(参考) 自己資本 20年９月期 30,612百万円 19年９月期 30,489百万円

(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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年９月期 2,456 △1,383 △145 3,943

19年９月期 1,388 △1,971 △1,843 3,027

１株当たり配当金 配当金
総額 
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(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 百万円 ％ ％

19年９月期 ― 2 50 ― 4 50 7 00 482 30.0 1.6

20年９月期 ― 3 50 ― 5 50 9 00 613 30.1 2.0

21年９月期(予想) ― 4 50 ― 4 50 9 00 ― 29.2 ―

(％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)

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 22,000 5.4 2,800 11.5 2,700 11.3 1,800 17.8 26 44

通 期 39,000 2.6 3,300 △12.7 3,200 △11.4 2,100 2.6 30 84
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4. その他 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

1. 20年９月期の個別業績（平成19年10月１日～平成20年９月30日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 21年９月期の個別業績予想（平成20年10月１日～平成21年９月30日） 

 

 
  
 ※ 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。 

(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) 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（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）

(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) 20年９月期 70,026,782株 19年９月期 70,026,782株

② 期末自己株式数 20年９月期 1,941,070株 19年９月期 1,059,215株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年９月期 33,929 △2.4 3,329 9.0 3,217 12.8 1,830 29.9

19年９月期 34,772 6.8 3,055 58.4 2,852 57.2 1,408 117.4

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年９月期 26 76 ―

19年９月期 20 40 ―

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

20年９月期 47,306 33,043 69.8 485 32

19年９月期 49,233 33,076 67.2 479 60

(参考) 自己資本 20年９月期 33,043百万円 19年９月期 33,076百万円

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期累計期間 20,500 3.7 2,600 △3.3 2,600 0.9 1,700 5.1 24 97

通 期 34,500 1.7 2,900 △12.9 2,900 △9.9 1,900 3.8 27 91
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1．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 
（当期の経営成績） 
当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油や資源価格の高騰に加え、サブプライム

ローン問題に端を発したアメリカの金融危機が世界規模での株式・為替市場の混乱を招き、

設備投資の停滞、輸出の鈍化、個人消費の低迷など急激な景気減速と企業業績の悪化をも

たらしています。 
 
 国内農業を取り巻く環境は、世界的な環境保全と食糧確保を基本としたバイオ燃料用穀

物の需要増とエネルギー問題から、わが国も食料自給率向上と生産性拡大に向けた論議が

活発化するなど農業と食糧への関心が高まってきました。しかしながら、国内農業は低い

収益性と高齢化の進展に起因する農業従事者の減少が続いており、食の安全・安心を揺る

がす事件の頻発や、原油や原材料価格の高騰による農業資材コストの上昇など、依然厳し

い状況が続いております。 
 
 農薬業界におきましては全般的に病害虫が少発生であり、また天候不順となりましたが、

農業資材高騰の影響もあり、当期の農薬出荷動向は前期をわずかながら上回る実績となり

ました。 
 
 このような事業環境下、当社グループ「化学品事業」の中核である農薬事業部門におい

て、国内販売では自社開発原体および新製品を中心とした拡販に注力いたしましたが、既

存品目の減少もあり売上高が低迷いたしました。一方海外販売ではアジア、欧州および米

州各地域において販売促進に努め、大きな伸長がみられました。 
 
 緑化・造園工事を行なう「工事事業」では、技術サービスに徹した営業活動を推進し、

収益改善に努めました。また、「サービス事業」では、分析事業において新規顧客開拓と受

注拡大に努め、スポーツ施設運営事業では集客力向上を目指し、利用者数の確保に努めま

した。 
 
 以上の各事業の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は、３８０億２０

百万円（前期比７億１２百万円減、同１．８％減）となりました。利益面では、自社開発

品目構成比の向上に伴い原価率が改善されるとともに、農薬事業譲り受けに係るのれんの

償却が前期で終了したため、営業利益は３７億７９百万円（前期比１億９３百万円増、同

５．４％増）、経常利益は３６億１０百万円（前期比３億７４百万円増、同１１．６％増）

となりました。当期純利益は前期計上した製造設備廃棄に係る特別損失がなくなったこと

もあり、２０億４６百万円（前期比４億３４百万円増、同２６．９％増）となりました。 
 
１）セグメント別の状況 
①化学品事業 
 国内農薬販売では、新製品１１剤を上市するとともに、昨年４月に上市した園芸用殺虫

剤「フェニックス」をはじめとした自社開発品目の拡販に努めました。しかしながら、天

候不順や病害虫の少発生、水稲用除草剤の減少もあり既存品目の売上高が低迷し前期を下

回る実績となりました。 
 
 海外農薬販売では、アジア、欧州および米州各地域ともに売上高を伸ばし、品目別では、

既存品の販売中止の影響があったものの、殺虫剤「アプロード」、殺ダニ剤「ダニトロン」、

殺菌剤「モンカット」「ブイゲット」などの品目が伸長しました。この結果、為替は円高基

調にあったものの、米国・ニチノーアメリカの業績も加わり、海外販売全体は前期を上回

る実績となりました。なお、「フェニックス」はインド、タイおよび韓国で上市され販売を

開始しました。 
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 化学品他では、シロアリ薬剤、家庭用園芸薬剤、緑地用薬剤の売上高が伸び悩み、また

有機中間体も前期を下回る実績となりました。医薬品他では、一般用医薬品分野での外用

抗真菌剤が在庫の影響もあり前期を下回る実績となりました。また、農薬、医薬、動物薬

に係るノウハウ技術料は、契約一時金の減少により前期を下回る実績となりました。 
 
 以上の結果、当連結会計年度における「化学品事業」の売上高は３６４億６５百万円（前

期比６億９百万円減、同１．６％減）となり、自社開発品目の拡販などにより営業利益は

３９億３１百万円（前期比２６百万円増、同０．７％増）となりました。 
 
②工事事業 
 緑化・造園工事および芝関連工事は、技術サービスに徹した営業活動などを展開したも

のの、依然公共投資の削減政策の影響を受けております。 
 
以上の結果、当連結会計年度における「工事事業」の売上高は６億３４百万円（前期比

１億２４百万円減、同１６．４％減）となり、営業損失は８百万円（前期比１１百万円減）

となりました。 
 
③サービス事業 
 スポーツ施設運営事業では依然厳しい事業環境が続いておりますが、利用者数の減少に

歯止めがかかりつつあります。分析事業ではコンサルティング業務の強化を図ることによ

り新規の受注先開拓に努めました。なお、平成２０年１月に日本エコテック(株)福島分析

センターも登録検査機関の認証を取得しました。 
 
 以上の結果、当連結会計年度における「サービス事業」の売上高は９億２０百万円（前

期比２１百万円増、同２．４％増）となり、営業利益は２億８５百万円（前期比２２百万

円増、同８．５％増）となりました。 
 
（次期の見通し） 
１）セグメント別の見通し 
①化学品事業 
国内農薬販売では依然として厳しい市場環境の状況にありますが、「フェニックス」、「ブ

イゲット」「アプロード」を柱とした自社開発品目のプロモーション活動に注力し、拡販に

努めるとともに、水稲用除草剤の回復と銅剤の市場拡大を目指します。原体販売では、販

社・取引先と連携した主力品目の販売普及活動を展開してまいります。 
 
海外農薬販売では為替の動向が不透明ながら、アジア地域で「アプロード」を含む既存

品目の維持拡大とともに、インド、タイおよび韓国で上市した「フェニックス」の拡販、

適用拡大を推進します。欧州では、EU 農薬再登録による一部品目の影響はあるものの、

英国・ニチノーヨーロッパの事業推進体制と販売力の強化を図ります。さらに、米州では、

米国・ニチノーアメリカによる技術普及推進と販売技術サポート継続によって市場拡大を

進め品目の拡充を図ります。 
 
化学品他では、緑地用薬剤、家庭園芸剤分野での販路拡大による拡販と有機中間体分野

の販路拡大に注力します。また、医薬品分野では販社の販促活動支援により、外用抗真菌

剤「ルリコナゾール」と「ラノコナゾール」の市場拡大を目指します。 
 
②工事事業 
緑化・造園工事および芝関連工事では、よりきめ細かい営業活動を展開し受注拡大を図

り、利益確保に努めます。ゴルフコース管理事業では、新規案件の開拓強化と提案営業の

推進により優良案件の獲得を目指します。 
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③サービス事業 
分析事業では、厚生労働省登録検査機関を基盤に新規顧客の拡大と新たな受注獲得を目

指します。製造受託事業では、効率的操業とコスト削減を図ります。また、スポーツ施設

運営事業では、効果的な集客対策により利用者数の増大に努めます。 
 
２）連結業績見通し 

（単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
平成２１年９月期 ３９,０００ ３,３００ ３,２００ ２,１００

平成２０年９月期 ３８,０２０ ３,７７９ ３,６１０ ２,０４６

増減率 ２．６％ △１２．７％ △１１．４％ ２．６％

 
３）個別業績見通し 

（単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
平成２１年９月期 ３４,５００ ２,９００ ２,９００ １,９００

平成２０年９月期 ３３,９２９ ３,３２９ ３,２１７ １,８３０

増減率 １．７％ △１２．９％ △９．９％ ３．８％

 
（中期経営計画等の進捗状況） 
 当社は、平成１９年度を初年度とした３ヵ年の中期経営計画「日農ステップ・フォワー

ド・プラン（前進そして飛躍）２００９」を推進し、収益力の継続的拡大と事業競争力の

強化を目指しております。当期は海外事業の拡大と自社開発品目の拡販等により増益を確

保することができました。今後とも安定的な事業継続のための収益基盤構築と相対的競争

力の強化を目指してまいります。 
 
（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１３億７０百

万円減少し４７７億７９百万円、負債は１６億３４百万円減少し１７０億２４百万円、

純資産は２億６４百万円増加し３０７億５４百万円となりました。 
 
２）連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 
当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 9 億１６百万円増加し、当連結会計期間末は３９億４３

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シュ・フロー） 
営業活動による資金の増加は、２４億５６百万円(前年同期は１３億８８百万円の増

加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益３５億６８百万円(前期比９億７８

百万円増)、減価償却費１０億４７百万円、売上債権の減少額２０億４４百万円等の資

金増加が、たな卸資産の増加額３億８３百万円、仕入債務の減少額５億２８百万円、

法人税等の支払額の１１億５６百万円等の資金の減少を上回ったことが要因でありま

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、１３億８３百万円(前年同期は１９億７１百万円の減
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少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出１１億７２百万円が主な要

因であります。 
 
（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、１億４５百万円(前年同期は１８億４３百万円の減少)
となりました。これは、長期借入金の返済、配当金の支払額等の支出が長期借入金の

収入を上回ったことが要因であります。 
 
（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 
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。 

 
 

平成 18 年 
9 月期 

平成 19 年 
9 月期 

平成 20 年 
9 月期 

自己資本比率 (%) 60.9 62.0 64.1
時価ベースの自己資本比率 (%)  64.0 112.3 85.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 1.0 2.1 1.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 20.2 7.8 14.9

 
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／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※各指標は、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。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算

しております。 
※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャ

ッシュ・フローを使用しております。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すべての負債を対象としています。また、利払

いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 
 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 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配当を行なうことを基本

方針としております。 
 以上の方針と当期の業績を踏まえ、当期の期末配当金は普通配当を１株につき３円５０

銭とさせていただきます。さらに、当期は会社創立８０周年にあたりますので、２円の記

念配当を実施し、合わせて５円５０銭とさせていただきます。なお、年間配当金につきま

しては、中間期１株につき３円５０銭を配当させていただきましたので、合わせて年間１

株につき９円となります。 
 なお、来期は記念配当に替え普通配当を１株につき２円増額し、年間９円を予定してお

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６社、非連結子会社１社、関

連会社５社、その他の関係会社１社の合計１４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関係は次

のとおりです。 
 
項目 会社名 
連結子会社（６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、日本エコテック(株) 
ニチノーアメリカインコーポレーテッド 
日佳農葯股份有限公司 

非連結子会社（１社） ニチノーヨーロッパカンパニーリミテッド 
関連会社（５社） 
 持分法適用関連会社 

 
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 

その他の関連会社（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
　日佳農葯股份有限公司
（非連結子会社）
　ニチノー ヨーロッパ
　　カンパニーリミテッド
（持分法適用会社）
　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㈱ 　

ｻｰﾋﾞｽ事業化学品事業　

工事事業

製
品
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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、全国に跨る特約店網、ＪＡ、全農および農薬製造メーカーなどを通して

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、販売してお

ります。連結子会社の日佳農葯股份有限公司、非連結子会社のニチノーアメリカインコ

ーポレーテッドはそれぞれ台湾、欧州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用園芸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、医薬品メーカーなどを通じて販売しております。 
 
 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 
 １）緑化造園工事等 
・連結子会社の(株)ニチノー緑化は、緑化・造園その他の建設工事の請負、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なるスポー

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、農薬の生産、受注、保管、配送の請負などを行

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。 
 
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
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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、公正で活力のある事業活動を通じて社会的責任を果たし、社会に貢献

することを経営理念としております。 
 
（２） 目標とする経営指標 
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にキャッシュ・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。 
 
（３） 対処すべき課題 
当連結会計年度は、海外農薬事業の拡大と自社開発品目の拡販、さらに生産コストダウ

ンを含む原価の低減により、増益を確保することができました。しかしながら、原油や原

材料価格の高騰、また、農業資材価格の上昇による農業経営の悪化並びに不透明な為替の

動向など事業環境は一層厳しさを増しております。 
 
当社グループにおきましても収益基盤である国内農薬事業は農業経営の悪化から、農薬

需要が伸び悩む中での登録維持コストの増加、流通在庫と品目転換への対応など、競争激

化と収益性の低下が顕在化する状況にあります。また、新規の事業領域である医薬、動物

薬、有機中間体事業も事業環境の変動を大きく受けております。 
 
今後とも基盤事業の収益力とコスト競争力を強化し、財務体質の改善および事業領域の

拡大と安定化を図り、営業力の底上げと経営リスクへの対応に努め、収益体質の強化を図

ってまいります。なお、来期は(株)ニチノーサービス 鹿島事業所に建設中のマルチパーパ

スプラントが完成し、「フェニックス」をはじめとする品目の原価低減が図られる見込みで

あり、原材料を含む生産コストを抑制し、さらなる利益性の改善に努めます。 
 
また、研究開発機能を強化し新規剤の開発と品目ポートフォリオの拡充に努め、研究開

発型のグローバルニッチ企業を目指してまいります。 
 
 当社グループは、農家の生産性向上につながる、安全性が高く環境に配慮した製品、技

術、サービスを提供することにより農業生産への貢献を使命としております。この基本理

念に基づき社会的責任を果たすべく企業活動を展開してまいります。 
 
（４）その他、会社の経営上重要な事項 
当社は、平成２０年１１月２０日開催の取締役会において、会社法第１６５条第３項の

規定により読み替えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己株式取得に係る事

項を決議いたしました。 
１．自己株式の取得を行なう理由 
   経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。 
２．取得に係る事項の内容 
（１） 取得する株式の種類   当社普通株式 
（２） 取得する株式の総数   １００万株（上限） 
（３） 株式の取得価額の総額  ７億円（上限） 
（４） 取得する期間      平成２０年１１月２１日から平成２０年１２月１６日 
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(平成20年９月30日)
比較増減

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)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 5,083 5,267 183

 ２ 受取手形及び売掛金 ※４ 13,402 11,348 △2,053

 ３ たな卸資産 8,315 8,705 390

 ４ 繰延税金資産 893 617 △276

 ５ その他 1,011 1,319 307

   貸倒引当金 △6 △29 △23

   流動資産合計 28,701 58.4 27,228 57.0 △1,472

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 5,235 5,011 △224

  (2) 機械装置及び運搬具 1,507 1,563 55

  (3) 土地 5,358 5,461 103

  (4) 建設仮勘定 436 720 283

  (5) その他 444 553 108

   有形固定資産合計 ※1.3 12,982 26.4 13,309 27.8 326

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 855 730 △125

  (2) その他 322 318 △4

   無形固定資産合計 1,177 2.4 1,048 2.2 △129

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 4,367 3,280 △1,086

  (2) 長期貸付金 22 20 △1

  (3) 繰延税金資産 1,248 1,433 184

  (4) その他 674 1,480 805

    貸倒引当金 △25 △20 4

   投資その他の資産合計 6,287 12.8 6,193 13.0 △94

   固定資産合計 20,448 41.6 20,551 43.0 102

   資産合計 49,149 100.0 47,779 100.0 △1,370
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前連結会計年度 

(平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(平成20年９月30日)
比較増減

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)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※４ 4,352 3,762 △589

 ２ 短期借入金 ※３ 1,564 1,311 △253

 ３ 未払費用 2,759 2,327 △431

 ４ 未払法人税等 766 573 △192

 ５ 賞与引当金 560 608 48

 ６ 役員賞与引当金 25 30 5

 ７ 返品調整引当金 57 46 △11

 ８ 製品保証引当金 0 ― △0

 ９ その他 ※４ 2,259 907 △1,351

   流動負債合計 12,345 25.1 9,568 20.0 △2,777

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 575 500 △75

 ２ 長期借入金 ※３ 742 2,131 1,388

 ３ 退職給付引当金 3,151 2,959 △191

 ４ 役員退職慰労引当金 255 294 38

 ５ その他 1,590 1,571 △18

   固定負債合計 6,314 12.9 7,456 15.6 1,142

  負債合計 18,659 38.0 17,024 35.6 △1,634

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 10,939 22.3 10,939 22.9 ―

 ２ 資本剰余金 13,235 26.9 13,235 27.7 ―

 ３ 利益剰余金 5,523 11.2 7,016 14.7 1,492

 ４ 自己株式 △293 △0.6 △936 △2.0 △642

   株主資本合計 29,405 59.8 30,255 63.3 850

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
1,103 2.2 431 0.9 △672

 ２ 為替換算調整勘定 △18 △0.0 △73 △0.1 △54

   評価・換算差額等合計 1,084 2.2 357 0.8 △727

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 141 0.3 141

   純資産合計 30,489 62.0 30,754 64.4 264

   負債純資産合計 49,149 100.0 47,779 100.0 △1,370

日本農薬㈱(4997)平成20年9月期決算短信

-11-



  

 
  

(2) 連結損益計算書

前連結会計年度

(自 平成18年10月１日

 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年10月１日

 至 平成20年９月30日)

比較増減

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)

Ⅰ 売上高 38,732 100.0 38,020 100.00 △712

Ⅱ 売上原価 22,917 59.2 22,067 58.0 △850

   売上総利益 15,815 40.8 15,953 42.0 138

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2 12,229 31.5 12,173 32.0 △55

   営業利益 3,585 9.3 3,779 10.0 193

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 21 24 3

 ２ 受取配当金 72 82 10

 ３ 不動産賃貸料 43 48 5

 ４ 持分法による投資利益 20 42 21

 ５ その他 102 259 0.7 110 308 0.8 8 49

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 177 164 △12

 ２ 売上割引 29 29 0

 ３ 不良たな卸資産廃棄損 255 214 △40

 ４ その他 147 609 1.6 68 477 1.3 △78 △132

   経常利益 3,235 8.4 3,610 9.5 374

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 203 86 △116

 ２ 投資有価証券売却益 ― 18 18

 ３ 貸倒引当金戻入益 27 ― △27

 ４ 契約解除金収入 ― 35 35

 ５ その他 ― 230 0.6 12 152 0.4 12 △77

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※４ 108 107 △1

 ２ 投資有価証券評価損 24 47 23

 ３ 生産委託終了費用 715 ― △715

 ４ その他 27 876 2.3 40 195 0.5 12 △681

   税金等調整前当期純利益 2,589 6.7 3,568 9.4 978

   法人税、住民税 

   及び事業税
1,017 959 △58

   法人税等調整額 △40 977 2.5 552 1,512 4.0 593 534

   少数株主利益 ― ― 9 0.0 9

   当期純利益 1,612 4.2 2,046 5.4 434
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前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

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

平成18年９月30日残高(百万円) 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 
(百万円)

― ― 1,093 △105 988 △485 △19 △504 483

平成19年９月30日残高(百万円) 10,939 13,235 5,523 △293 29,405 1,103 △18 1,084 30,489

株主資本 評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産 

合計
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

平成19年９月30日残高(百万円) 10,939 13,235 5,523 △293 29,405 1,103 △18 1,084 ― 30,489

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △549 △549 △549

 当期純利益 2,046 2,046 2,046

 自己株式の取得 △642 △642 △642

 連結子会社増加に伴う減少高 △4 △4 △4

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△672 △54 △727 141 △586

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― 1,492 △642 850 △672 △54 △727 141 264

平成20年９月30日残高(百万円) 10,939 13,235 7,016 △936 30,255 431 △73 357 141 30,754
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日)

比較増減

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 税金等調整前当期純利益 2,589 3,568 978

 ２ 減価償却費 1,671 1,047 △623

 ３ 退職給付引当金増減額(△は減少) △267 △191 75

 ４ 役員退職慰労引当金増減額（△は減少) 3 38 35

 ５ 貸倒引当金増減額(△は減少) △31 17 49

 ６ 賞与引当金増減額(△は減少) 63 48 △14

 ７ 役員賞与引当金増減額(△は減少) 5 5 ―

 ８ 返品調整引当金増減額(△は減少) △18 △11 6

 ９ 受取利息及び配当金 △94 △107 △13

 10 支払利息 177 164 △12

 11 持分法による投資利益 △20 △42 △21

 12 有形固定資産売却益 △203 △86 116

 13 有形固定資産除却損 86 53 △32

 14 売上債権の増減額(△は増加) △855 2,044 2,900

 15 たな卸資産の増減額(△は増加) △1,124 △383 740

 16 仕入債務の増減額(△は減少) △576 △528 48

 17 未払消費税等の増減額(△は減少) 46 △35 △82

 18 その他 952 △1,935 △2,887

    小計 2,403 3,666 1,262

 19 利息及び配当金の受取額 98 111 13

 20 利息の支払額 △177 △164 12

 21 法人税等の支払額 △936 △1,156 △219

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,388 2,456 1,068

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 △1,004 △1,172 △168

 ２ 有形固定資産の売却による収入 292 87 △205

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △727 △106 621

 ４ 投資有価証券の取得による支出 ― △220 △220

 ５ 投資有価証券の売却による収入 ― 26 26

 ６ 貸付による支出 △120 △85 35

 ７ 貸付金の回収による収入 121 86 △35

 ８ 連結の範囲の変更を伴う 

   子会社株式の取得による収入 
― 25 25

 ９ その他 △533 △25 508

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,971 △1,383 587

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 4,829 3,647 △1,182

 ２ 短期借入金の返済による支出 △4,077 △4,412 △335

 ３ 長期借入れによる収入 ― 3,000 3,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △1,896 △1,113 782

 ５ 社債の償還による支出 △75 △75 ―

 ６ 配当金の支払額 △518 △549 △30

 ７ 自己株式の取得による支出 △105 △642 △537

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,843 △145 1,697

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △10 △8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,428 916 3,344

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,455 3,027 △2,428

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,027 3,943 916
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該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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

(1) 連結子会社の数 ６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㈱、日佳農葯股份有限公司

   なお、日佳農葯股份有限公司については、株式の

追加取得(平成20年１月)に伴い連結子会社となっ

たため、当連結会計年度から連結の範囲に含めて

います。ただし、みなし取得日が平成20年３月31

日であるため、損益及びキャッシュ・フローは平

成20年４月以降の期間のみ連結し、平成20年３月

までの損益については従来の持分法により計算し

た損益を反映させています。

(2) 非連結子会社の名称

ニチノーヨーロッパカンパニーリミテッド

(平成19年10月１日設立)

   連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社は、小規模であり、合計の純資産、

売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除

いています。

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 １社

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。

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

ニチノーヨーロッパカンパニーリミテッド

   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。

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。

  なお、日佳農葯股份有限公司については、当連結会

計年度より決算日を９月30日に変更しています。
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前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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

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 有価証券の評価基準及び評価方法   ① 有価証券の評価基準及び評価方法

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。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

  ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

 (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(附属設備を除く)は定額法に

よっています。

 (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

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

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産の減価

償却については、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しています。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微で

あります。

    (追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて

計上しています。 

この結果、減価償却費は162百万円多く計上さ

れ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ129百万円減少していま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しています。
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前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

  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

 (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

  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。

  ② 賞与引当金

同左

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 役員賞与引当金

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。

  ④ 返品調整引当金

同左

  ⑤ 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。

――――――

  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。

  ⑤ 退職給付引当金

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、内規に基づく期末要支給額

を計上しています。

⑥ 役員退職慰労引当金

同左
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前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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、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。

 (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

同左

   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

 (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

  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

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

  ④ ヘッジの有効性評価の方法

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 ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (7) 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。

 (7) 消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっています。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ 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。

６ 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) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成19年９月30日)

当連結会計年度 
(平成20年９月30日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額 22,423百万円 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 22,756百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記

   非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりです。

投資有価証券 317百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記

   非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりです。

投資有価証券 205百万円

 

※３ 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813百万

円並びに長期借入金のうち735百万円に対して下

記の物件を担保に供しています。

土地 4,358百万円 (500百万円)

建物 3,620 〃 (641 〃 )

構築物 339 〃 (339 〃 )

機械装置 1,142 〃 (1,142 〃 )

計 9,460 〃 (2,624 〃 )

   上記のうち( )の内書は工場財団抵当を示してい

ます。

 

※３ 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710百万

円並びに長期借入金のうち25百万円に対して下記

の物件を担保に供しています。

土地 4,358百万円 (500百万円)

建物 3,521 〃 (683 〃 )

構築物 321 〃 (321 〃 )

機械装置 1,207 〃 (1,207 〃 )

計 9,408 〃 (2,713 〃 )

   上記のうち( )の内書は工場財団抵当を示してい

ます。

※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 1,168百万円

支払手形 134 〃

設備関係支払手形 16 〃

――――――
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

※１ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金

額は次の通りです。

従業員給料 2,684百万円

賞与引当金繰入額 453 〃

退職給付費用 256 〃

役員退職慰労引当金繰入額 63 〃

減価償却費 1,396 〃

※１ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金

額は次の通りです。

従業員給料 2,680百万円

賞与引当金繰入額 464 〃

退職給付費用 223 〃

役員退職慰労引当金繰入額 53 〃

減価償却費 608 〃

※２ 販売費及び一般管理費に含まれている研究開発費

は3,368百万円です。

※２ 販売費及び一般管理費に含まれている研究開発費

は3,899百万円です。

 

※３ 固定資産売却益

土地 203百万円

※３ 固定資産売却益

土地 85百万円

車両運搬具 0 〃

※４ 固定資産処分損

建物及び構築物 58百万円

機械装置及び運搬具 22 〃

工具器具及び備品 7 〃

土地 17 〃

その他 2 〃

計 108 〃
 

※４ 固定資産処分損

建物及び構築物 85百万円

機械装置及び運搬具 14 〃

工具器具及び備品 2 〃

その他 4 〃

計 107 〃
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前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 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  126,377株 

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (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 

 
  

当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付による増加        728,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加  153,855株 

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (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 

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

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

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) 846,838 212,377 ― 1,059,215

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

平成19年５月22日 
取締役会

普通株式 172 2.50 平成19年３月31日 平成19年６月11日

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12月18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 310 4.50 平成19年９月30日 平成19年12月19日

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

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) 1,059,215 881,855 ― 1,941,070

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19年12月18日 
定時株主総会

普通株式 310 4.50 平成19年９月30日 平成19年12月19日

平成20年５月22日 
取締役会

普通株式 238 3.50 平成20年３月31日 平成20年６月11日

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20年12月17日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 374 5.50 平成20年９月30日 平成20年12月18日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

 

※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 5,083百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△2,056 〃

現金及び現金同等物 3,027 〃
 

※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 5,267百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△1,323 〃

現金及び現金同等物 3,943 〃
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(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、不動産の賃貸、物流サービス、農薬残留分析ほか 

２ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれています。 

３ 「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 (2) 重要な減価償却

資産の方法 ① 有形固定資産(会計方針の変更)」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産の減価償却については、改正後の法人税法に基づく方法に変更していま

す。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 37,075 758 899 38,732 ― 38,732

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6 6 776 789 (789) ―

計 37,082 765 1,675 39,522 (789) 38,732

  営業費用 33,176 785 1,412 35,374 (227) 35,146

  営業利益又は営業損失(△) 3,905 △20 262 4,148 (562) 3,585

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  及び資本的支出

  資産 46,064 427 2,657 49,149 ― 49,149

  減価償却費 1,578 0 92 1,671 ― 1,671

  資本的支出 1,760 ― 4 1,764 ― 1,764
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(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、不動産の賃貸、物流サービス、農薬残留分析ほか 

２ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれています。 

３ 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しています。 

この結果、当連結会計年度の営業利益は「化学品事業」で129百万円、「工事事業」で0百万円、「サービス

事業」で0百万円それぞれ減少しています。 

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 36,465 634 920 38,020 ― 38,020

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3 11 854 869 (869) ―

計 36,468 645 1,775 38,890 (869) 38,020

  営業費用 32,536 654 1,490 34,681 (440) 34,241

  営業利益又は営業損失(△) 3,931 △8 285 4,208 (428) 3,779

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  及び資本的支出

  資産 44,746 400 2,633 47,779 ― 47,779

  減価償却費 955 0 91 1,047 ― 1,047

  資本的支出 1,267 ― 10 1,278 ― 1,278
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前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計に占める「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。 

  

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計に占める「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。 

  

  

 
(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・インド・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あります。 

  

  

 
(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・インド・中国 

(2) 米州…………………米国・ブラジル 

(3) 欧州…………………ベルギー・スペイン・ポーランド 

(4) その他の地域………エジプト・オーストラリア 

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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19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) 4,130 3,436 966 391 8,926

Ⅱ 連結売上高(百万円) 38,732

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

10.7 8.9 2.5 1.0 23.1

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20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) 4,726 3,870 1,165 360 10,122

Ⅱ 連結売上高(百万円) 38,020

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

12.4 10.2 3.1 0.9 26.6
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(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

製品の販売及び商品等の購入価格については、毎期価格交渉の上、市場実勢価格をみて決定しています。

２ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しています。 

  

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

製品の販売及び商品等の購入価格については、毎期価格交渉の上、市場実勢価格をみて決定しています。

２ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しています。 

  

(関連当事者との取引)

前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日)

１ 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

その 
他の 
関係 
会社

㈱ＡＤＥ
ＫＡ

東京都 
荒川区

22,899 化学工業

(所有)
直接

0.47
(被所有)
直接

24.42

兼任２名 
転籍１名

㈱ＡＤＥ
ＫＡへ製
品を販売

製品の販売 1 ― ―

㈱ＡＤＥ
ＫＡの製
品を購入

商品の購入 
原料の購入

14 

1
買掛金 7

当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日)

１ 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

その 
他の 
関係 
会社

㈱ＡＤＥ
ＫＡ

東京都 
荒川区

22,899 化学工業

(所有)
直接

0.47
(被所有)
直接

24.25

兼任２名 
転籍１名

㈱ＡＤＥ
ＫＡへ製
品を販売

製品の販売 2 売掛金 0

㈱ＡＤＥ
ＫＡの製
品を購入

商品の購入 
原料の購入

12

3
買掛金 3
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の

内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金損金算入限度超過額 227百万円

退職給付引当金 
損金算入限度超過額

954 〃

確定給付企業年金未払額 581 〃

役員退職慰労引当金否認 103 〃

投資信託評価損否認 37 〃

投資有価証券評価損 231 〃

土地減損損失 167 〃

生産委託終了費用 291 〃

その他 420 〃

繰延税金資産 合計 3,015 〃

(繰延税金負債)

退職給付信託設定益 △116 〃

その他有価証券評価差額金 △756 〃

繰延税金負債 合計 △873 〃

繰延税金資産の純額 2,142 〃

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の

内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金損金算入限度超過額 247百万円

退職給付引当金
損金算入限度超過額

950 〃

確定給付企業年金未払額 506 〃

役員退職慰労引当金否認 119 〃

投資信託評価損否認 37 〃

投資有価証券評価損 250 〃

土地減損損失 167 〃

その他 423 〃

繰延税金資産 小計 2,704 〃

評価性引当額 △249 〃

繰延税金資産 合計 2,455 〃

(繰延税金負債)

退職給付信託設定益 △109 〃

その他有価証券評価差額金 △295 〃

繰延税金負債 合計 △405 〃

繰延税金資産の純額 2,050 〃

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

1.3％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△0.7％

住民税均等割等 1.0％

その他 △4.6％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

37.7％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

1.2％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△0.7％

住民税均等割等 0.7％

その他 0.5％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

42.4％

日本農薬㈱(4997)平成20年9月期決算短信

-27-



前連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) 有価証券について、その他有価証券で時価のある株式24百万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、30％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。 

  

  

 
  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 1,163 3,046 1,882

② その他 71 95 24

小計 1,235 3,141 1,906

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

① 株式 374 327 △46

② その他 ― ― ―

小計 374 327 △46

合計 1,609 3,469 1,860

２ 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

① 非上場株式 598

② 優先出資証券 300

合計 898
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当連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) 有価証券について、その他有価証券で時価のある株式47百万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、30％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。 

  

  

 
  

  

 
  

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 1,291 2,103 811

② その他 ― ― ―

小計 1,291 2,103 811

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

① 株式 497 420 △77

② その他 71 63 △8

小計 569 484 △85

合計 1,860 2,587 726

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

26 18 ―

３ 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

 非上場株式 693

合計 693
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年

金制度及び退職一時金制度を、連結子会社は、退職

一時金制度を設けています。

  また、当社は退職一時金制度について退職給付信託

を設定しています。

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年

金制度及び退職一時金制度を、連結子会社は、退職

一時金制度を設けています。

  また、当社は退職一時金制度について退職給付信託

を設定しています。

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 4,068百万円

  (内訳)

② 未認識数理計算上の差異 △501 〃

③ 会計基準変更時差異の未処理額 254 〃

④ 未認識過去勤務債務 △44 〃

⑤ 年金資産（退職給付信託含む） 1,208 〃

⑥ 退職給付引当金 3,151 〃

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しています。

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 4,090百万円

 (内訳)

② 未認識数理計算上の差異 △197 〃

③ 会計基準変更時差異の未処理額 222 〃

④ 未認識過去勤務債務 △43 〃

⑤ 年金資産（退職給付信託含む） 1,149 〃

⑥ 退職給付引当金 2,959 〃

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しています。

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 246百万円

② 利息費用 79 〃

③ 期待運用収益 △34 〃

④ 過去勤務債務の費用処理額 △0 〃

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 △26 〃

⑥ 会計基準変更時差異の費用処理額 31 〃

⑦ 退職給付費用 296 〃

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しています。

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 221百万円

② 利息費用 76 〃

③ 期待運用収益 △34 〃

④ 過去勤務債務の費用処理額 △0 〃

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 △26 〃

⑥ 会計基準変更時差異の費用処理額 31 〃

⑦ 退職給付費用 268 〃

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しています。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 ① 退職給付見込額の期間配分方法

    期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 3.5％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 13年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 13年

   (発生時の従業員の平均残存勤務年数による按分

額を費用処理する方法。

    ただし、翌連結会計年度から費用処理すること

としています。)

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 15年

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 ① 退職給付見込額の期間配分方法

    期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 3.5％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 13年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 13年

   (発生時の従業員の平均残存勤務年数による按分

額を費用処理する方法。

    ただし、翌連結会計年度から費用処理すること

としています。)

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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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、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。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１株当たり純資産額 442円09銭 １株当たり純資産額 449円62銭

１株当たり当期純利益 23円35銭 １株当たり当期純利益 29円91銭

 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。 

算定上の基礎

 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。 

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

30,489百万円

普通株式に係る純資産額 30,489百万円

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 1,059,215株

１株当たり純資産の算定に用い
られた普通株式の数

68,967,567株

 

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

30,754百万円

普通株式に係る純資産額 30,612百万円

差額の内訳

少数株主持分 141百万円

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 1,941,070株

１株当たり純資産の算定に用い
られた普通株式の数

68,085,712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 1,612百万円

  普通株式に係る当期純利益 1,612百万円

  普通株式の期中平均株式数 69,041,217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 2,046百万円

 普通株式に係る当期純利益 2,046百万円

 普通株式の期中平均株式数 68,413,579株

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

―――――― (重要な自己株式の取得)

当社は、平成20年11月20日開催の取締役会において、

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得するこ

とを決議しました。

１．自己株式の取得を行なう理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行す

るため。

２．取得の内容

(1)取得する株式の種類

当社普通株式

(2)取得する株式の総数

1,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合

1.5％)

(3)株式の取得価額の総額

700百万円(上限)

(4)取得する期間

平成20年11月21日～平成20年12月16日

(開示の省略)
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年９月30日)

当事業年度 

(平成20年９月30日)
比較増減

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)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,967 3,948 △19

 ２ 受取手形 ※3.4 6,035 4,506 △1,529

 ３ 売掛金 ※３ 6,287 5,865 △421

 ４ 製品及び商品 4,890 3,882 △1,008

 ５ 半製品及び仕掛品 1,381 2,371 989

 ６ 原料及び貯蔵品 1,547 2,143 596

 ７ 前払費用 464 610 145

 ８ 繰延税金資産 745 477 △267

 ９ 未収入金 ※３ 327 480 152

 10 その他 903 142 △760

   貸倒引当金 △1 △19 △18

   流動資産合計 26,549 53.9 24,410 51.6 △2,139

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物 9,295 9,223

    減価償却累計額 5,349 3,945 5,431 3,791 △153

  ２ 構築物 2,253 2,270

    減価償却累計額 1,710 543 1,752 518 △25

  ３ 機械及び装置 13,183 13,300

    減価償却累計額 11,694 1,488 11,767 1,532 43

  ４ 車両運搬具 46 62

    減価償却累計額 43 2 46 16 13

  ５ 工具器具及び備品 3,445 3,632

    減価償却累計額 3,012 432 3,098 534 101

  ６ 土地 5,220 5,324 103

  ７ 建設仮勘定 436 720 283

   有形固定資産合計 12,069 24.5 12,436 26.3 367
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前事業年度 

(平成19年９月30日)

当事業年度 

(平成20年９月30日)
比較増減

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)

 (2) 無形固定資産

  １ 借地権 133 124 △8

  ２ 施設利用権 38 32 △6

  ３ ソフトウェア 855 725 △129

   無形固定資産合計 1,027 2.1 882 1.9 △144

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 3,460 2,752 △708

  ２ 関係会社株式 4,460 4,223 △237

  ３ 長期貸付金 22 20 △1

  ４ 長期前払費用 59 40 △18

  ５ 繰延税金資産 1,102 1,284 181

  ６ 保険積立金 94 88 △5

  ７ 長期未収入金 ※３ 36 18 △18

  ８ その他 370 1,169 798

    貸倒引当金 △20 △20 0

   投資その他の資産合計 9,586 19.5 9,577 20.2 △9

   固定資産合計 22,683 46.1 22,896 48.4 213

   資産合計 49,233 100.0 47,306 100.0 △1,926

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※４ 364 187 △176

 ２ 買掛金 3,537 2,970 △567

 ３ 短期借入金 750 ― △750

 ４ 一年以内に返済予定の 

   長期借入金
※１ 813 1,311 497

 ５ 未払金 1,691 510 △1,180

 ６ 未払消費税等 101 71 △30

 ７ 未払法人税等 672 443 △229

 ８ 未払事業所税 5 6 0

 ９ 未払費用 2,465 1,935 △529

 10 賞与引当金 403 432 29

 11 役員賞与引当金 25 30 5

 12 返品調整引当金 57 46 △11

 13 設備関係支払手形 ※４ 196 74 △121

 14 その他 114 90 △23

   流動負債合計 11,198 22.7 8,109 17.2 △3,088
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前事業年度 

(平成19年９月30日)

当事業年度 

(平成20年９月30日)
比較増減

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)

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※１ 742 2,131 1,388

 ２ 長期未払金 41 41 ―

 ３ 退職給付引当金 2,896 2,670 △226

 ４ 役員退職慰労引当金 199 241 41

 ５ 長期預り金 1,078 1,069 △8

   固定負債合計 4,958 10.1 6,153 13.0 1,195

   負債合計 16,156 32.8 14,263 30.2 △1,893

 (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 10,939 22.2 10,939 23.1 ―

 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 26.9 13,235 28.0 ―

 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 3,372 4,653

    利益剰余金合計 8,091 16.4 9,373 19.8 1,281

 ４ 自己株式 △293 △0.6 △936 △2.0 △642

   株主資本合計 31,973 64.9 32,612 68.9 638

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
1,103 2.3 431 0.9 △672

   評価・換算差額等合計 1,103 2.3 431 0.9 △672

   純資産合計 33,076 67.2 33,043 69.8 △33

   負債純資産合計 49,233 100.0 47,306 100.0 △1,926
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(2) 損益計算書

前事業年度

(自 平成18年10月１日

  至 平成19年９月30日)

当事業年度

(自 平成19年10月１日

  至 平成20年９月30日)

比較増減

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)

Ⅰ 売上高 ※４ 34,772 100.0 33,929 100.0 △843

Ⅱ 売上原価 ※４ 21,248 61.1 20,233 59.6 △1,015

   売上総利益 13,523 38.9 13,696 40.4 172

   返品調整引当金戻入額 75 57

   返品調整引当金繰入額 57 46

   差引売上総利益 13,541 38.9 13,707 40.4 166

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.4 10,485 30.1 10,378 30.6 △107

   営業利益 3,055 8.8 3,329 9.8 273

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 ※４ 185 201 15

 ２ その他 ※４ 170 356 1.0 153 354 1.1 △17 △1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 165 153 △12

 ２ その他 ※４ 393 559 1.6 313 466 1.4 △80 △93

   経常利益 2,852 8.2 3,217 9.5 364

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 203 85 △117

 ２ 投資有価証券売却益 ― 18 18

 ３ 貸倒引当金戻入益 26 0 △26

 ４ 契約解除金収入 ― 25 25

 ５ その他 ― 229 0.7 6 136 0.4 6 △93

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※３ 108 107 △1

 ２ 投資有価証券評価損 24 47 23

 ３ 生産委託終了費用 715 ― △715

 ４ その他 17 866 2.5 38 193 0.6 20 △673

   税引前当期純利益 2,215 6.4 3,161 9.3 945

   法人税、住民税 

   及び事業税
874 783 △90

   法人税等調整額 △67 807 2.3 546 1,330 3.9 614 523

   当期純利益 1,408 4.1 1,830 5.4 421
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前事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

当事業年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本
評価・換算 
差額等

純資産
合計

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

評価・
換算 
差額等
合計

資本 
準備金

その他 
資本 

剰余金

資本 
剰余金
合計

利益 
準備金

その他 
利益剰余金 利益 

剰余金
合計別途 

積立金

繰越 
利益 
剰余金

平成18年９月30日残高 

(百万円)
10,939 8,235 5,000 13,235 1,574 3,145 2,481 7,201 △188 31,188 1,588 1,588 32,777

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △518 △518 △518 △518

当期純利益 1,408 1,408 1,408 1,408

自己株式の取得 △105 △105 △105

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

(純額)

△485 △485 △485

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
― ― ― ― ― ― 890 890 △105 785 △485 △485 299

平成19年９月30日残高 

(百万円)
10,939 8,235 5,000 13,235 1,574 3,145 3,372 8,091 △293 31,973 1,103 1,103 33,076

株主資本
評価・換算 
差額等

純資産
合計

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

評価・
換算 
差額等
合計

資本 
準備金

その他 
資本 

剰余金

資本 
剰余金
合計

利益 
準備金

その他 
利益剰余金 利益 

剰余金
合計別途 

積立金

繰越 
利益 
剰余金

平成19年９月30日残高 

(百万円)
10,939 8,235 5,000 13,235 1,574 3,145 3,372 8,091 △293 31,973 1,103 1,103 33,076

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △549 △549 △549 △549

当期純利益 1,830 1,830 1,830 1,830

自己株式の取得 △642 △642 △642

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

(純額)

△672 △672 △672

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
― ― ― ― ― ― 1,281 1,281 △642 638 △672 △672 △33

平成20年９月30日残高 

(百万円)
10,939 8,235 5,000 13,235 1,574 3,145 4,653 9,373 △936 32,612 431 431 33,043
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(5) 重要な会計方針

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 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。

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (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

決算期末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。

 (2) その他有価証券

    時価のあるもの

同左

    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

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    評価基準…………低価法 

    評価方法…………総平均法

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

３ 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

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

同左

(会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当期より平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産の減価償却につい

ては、改正後の法人税法に基づく方法に変更して

います。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微で

あります。

 (追加情報) 

当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しています。 

この結果、減価償却費は161百万円多く計上さ

れ、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ128百万円減少しています。

 (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
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前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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、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

５ 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。

５ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

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。

 (2) 賞与引当金

同左

(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) 役員賞与引当金

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) 返品調整引当金

同左

 (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以内の一定の年数

(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

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。

 (6) 役員退職慰労引当金

同左
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前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

６ 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。

６ リース取引の処理方法

同左

７ 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。

７ 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

(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

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

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) ヘッジの有効性評価の方法

同左

８ その他財務諸表作成のための重要な事項

 (1) 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。

８ その他財務諸表作成のための重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理について

同左
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年９月30日)

当事業年度 
(平成20年９月30日)

 

※１ 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813百万

円並びに長期借入金のうち735百万円に対して下

記の物件を担保に供しています。

土地 4,358百万円 (500百万円)

建物 3,620 〃 (641 〃 )

構築物 339 〃 (339 〃 )

機械装置 1,142 〃 (1,142 〃 )

計 9,460 〃 (2,624 〃 )

   上記のうち( )内書は工場財団抵当権を示してい

ます。

 

※１ 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710百万

円並びに長期借入金のうち25百万円に対して下記

の物件を担保に供しています。

土地 4,358百万円 (500百万円)

建物 3,521 〃 (683 〃 )

構築物 321 〃 (321 〃 )

機械装置 1,207 〃 (1,207 〃 )

計 9,408 〃 (2,713 〃 )

   上記のうち( )内書は工場財団抵当権を示してい

ます。

 ２ 偶発債務について

保証債務残高

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 650百万円

 ２ 偶発債務について

保証債務残高

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 575百万円

 

※３ 関係会社に対する債権

受取手形 619百万円

売掛金 484 〃

※３ 関係会社に対する債権

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する債権は次のとおりです。

受取手形 550百万円

売掛金 544 〃

※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、当期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 1,125百万円

支払手形 118 〃

設備関係支払手形 19 〃

――――――
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

※１ 販売費及び一般管理費

  (イ)販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

費用は、おおよそ49％であり、一般管理費に属

する費用は、おおよそ51％です。主要な費用及

び金額は次の通りです。

運賃 569百万円

従業員給料 2,046 〃

賞与引当金繰入額 403 〃

従業員賞与 370 〃

役員賞与引当金繰入額 25 〃

退職給付費用 233 〃

役員退職慰労引当金繰入額 45 〃

委託研究費 783 〃

賃借料 651 〃

手数料 1,077 〃

減価償却費 1,324 〃

※１ 販売費及び一般管理費

  (イ)販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

費用は、おおよそ42％であり、一般管理費に属

する費用は、おおよそ58％です。主要な費用及

び金額は次の通りです。

運賃 572百万円

従業員給料 2,148 〃

賞与引当金繰入額 432 〃

従業員賞与 446 〃

役員賞与引当金繰入額 30 〃

退職給付費用 201 〃

役員退職慰労引当金繰入額 41 〃

委託研究費 1,094 〃

賃借料 630 〃

手数料 1,181 〃

減価償却費 522 〃

  (ロ)販売費及び一般管理費に含まれている研究開発

費は3,226百万円です。

  (ロ)販売費及び一般管理費に含まれている研究開発

費は3,662百万円です。

※２ 固定資産売却益   

土地 203百万円

※２ 固定資産売却益   

土地 85百万円

※３ 固定資産処分損

建物 50百万円

構築物 8 〃

機械及び装置 22 〃

工具器具及び備品 7 〃

土地 17 〃

その他 2 〃

計 108 〃
 

※３ 固定資産処分損

建物 85百万円

構築物 0 〃

機械及び装置 14 〃

工具器具及び備品 2 〃

その他 4 〃

計 107 〃

※４ 関係会社との取引高

売上高 2,217百万円

仕入高 42 〃

販売費及び一般管理費 783 〃

外注費 1,325 〃

営業取引以外の取引高 167 〃

※４ 関係会社との取引高

売上高 2,325百万円

仕入高 76 〃

販売費及び一般管理費 899 〃

外注費 1,682 〃

営業取引以外の取引高 185 〃
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前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   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  126,377株 

  

当事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   市場買付による増加        728,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加  153,855株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 846,838 212,377 ― 1,059,215

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,059,215 881,855 ― 1,941,070
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成19年９月30日)

当事業年度 
(平成20年９月30日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (繰延税金資産)
賞与引当金 
損金算入限度超過額

164百万円

退職給付引当金 
損金算入限度超過額

851 〃

役員退職慰労引当金否認 81 〃

投資信託評価損否認 37 〃

投資有価証券評価損 231 〃

確定給付企業年金未払額 581 〃

土地減損損失 167 〃

生産委託終了費用 291 〃

その他 315 〃

繰延税金資産 合計 2,721 〃

  (繰延税金負債)

退職給付信託設定益 △116 〃

その他有価証券評価差額金 △756 〃

繰延税金負債 合計 △873 〃

繰延税金資産の純額 1,847 〃

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (繰延税金資産)
賞与引当金
損金算入限度超過額

176百万円

退職給付引当金
損金算入限度超過額

833 〃

役員退職慰労引当金否認 98 〃

投資信託評価損否認 37 〃

投資有価証券評価損 250 〃

確定給付企業年金未払額 506 〃

土地減損損失 167 〃

その他 346 〃

繰延税金資産 小計 2,416 〃

評価性引当額 △249 〃

繰延税金資産 合計 2,167 〃

  (繰延税金負債)

退職給付信託設定益 △109 〃

その他有価証券評価差額金 △295 〃

繰延税金負債 合計 △405 〃

繰延税金資産の純額 1,762 〃

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に 
損金に算入されない項目

1.4％

受取配当金等永久に 
益金に算入されない項目

△0.9％

住民税均等割等 0.7％

税引前利益中の事業税分減算 △3.1％

その他 △2.1％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

36.7％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に
損金に算入されない項目

1.2％

受取配当金等永久に
益金に算入されない項目

△0.8％

住民税均等割等 0.5％

税引前利益中の事業税分減算 △2.0％

その他 2.4％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

42.0％
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１株当たり純資産額 479円60銭 １株当たり純資産額 485円32銭

１株当たり当期純利益 20円40銭 １株当たり当期純利益 26円76銭

 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。

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の 
合計額

33,076百万円

普通株式に係る純資産額 33,076百万円

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 1,059,215株

１株当たり純資産の算定に用い 
られた普通株式の数

68,967,567株

 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。

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の 
合計額

33,043百万円

普通株式に係る純資産額 33,043百万円

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 1,941,070株

１株当たり純資産の算定に用い 
られた普通株式の数

68,085,712株

２ １株当たり当期純利益

  損益計算書上の当期純利益 1,408百万円

  普通株式に係る当期純利益 1,408百万円

  普通株式の期中平均株式数 69,041,217株

２ １株当たり当期純利益

 損益計算書上の当期純利益 1,830百万円

 普通株式に係る当期純利益 1,830百万円

 普通株式の期中平均株式数 68,413,579株

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

―――――― (重要な自己株式の取得)
当社は、平成20年11月20日開催の取締役会において、

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得するこ

とを決議しました。

１．自己株式の取得を行なう理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行す

るため。

２．取得の内容

(1)取得する株式の種類

当社普通株式

(2)取得する株式の総数

1,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合
1.5％)

(3)株式の取得価額の総額

700百万円(上限)

(4)取得する期間

平成20年11月21日～平成20年12月16日
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(7) 用途別売上高明細表

前事業年度 当事業年度

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比 
（％）

殺虫剤 15,043 43.3 15,508 45.7

殺菌剤 6,819 19.6 6,939 20.5

殺虫殺菌剤 3,705 10.7 3,436 10.1

除草剤 4,462 12.8 3,793 11.2

その他 4,742 13.6 4,252 12.5

合計 34,772 100.0 33,929 100.0

輸出金額 7,307 8,201

日本農薬㈱(4997)平成20年9月期決算短信

-45-



 

６その他 
(1) 代表者の異動 

氏 名 新 役 職    現  職 
 
おおうち しゅうきち 

大内 脩吉 

 
取締役 会長 

 
代表取締役社長 

 
こうやま よういち 

神山 洋一 
 
代表取締役 社長 

 
取締役兼常務執行役員 
社長室管掌 管理本部長 
秘書室担当 

 
いとう  としのぶ 

伊藤 利信 
 
代表取締役兼副社長執行役員  
社長補佐 
管理本部長 

 
取締役兼常務執行役員 
生産本部長 化学品本部長 

 
 (2)その他の役員の異動 

① 新任取締役候補 
 

氏 名 新 役 職   現  職 
 
ほそだ  ひでじ 

細田 秀治 

 
取締役兼執行役員 海外営業本部長 

 
執行役員 研究開発本部 
研究開発戦略推進室副室長

 
こ せ  すみたか 

古瀬 純隆 

 
取締役兼執行役員 生産本部長兼生産統括部長

 
執行役員 生 本部 産
生産統括部長 

 
 

② 退任予定取締役 
 

氏 名   現  職 備  考 
 
あいみ  まさひろ 

相見 正篤 

 
取締役兼専務執行役員 営業本部長 

 
 顧問に就任予定 

 
まの   こういち 

間野 耕市 

 
取締役兼執行役員  
管理本部 総務部担当、 
管理本部 経理・ｼｽﾃﾑ部担当 

 

 
 

③ 取締役兼務者の執行役員の昇任予定 
 

氏 名 新 役 職   現  職 
 
ききょう えいじ 

桔梗 贏二 

 
取締役兼専務執行役員 
海外営業本部管掌  
化学品本部長 

 
取締役兼常務執行役員 
海外営業本部長 

 
ひろせ   かおる 

廣瀬  薫 

 
取締役兼常務執行役員 営業本部長 

 
取締役兼執行役員 
営業本部副本部長 

 
 
 (3)就任予定日  平成 20 年 12 月 17 日付 
 
 

以 上 
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