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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,669 ― △56 ― △27 ― △96 ―
20年3月期第3四半期 7,462 △7.1 84 62.5 86 ― △245 ―

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3四半期 △14.52 ―
20年3月期第3四半期 △36.93 ―

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3四半期 8,565 5,013 57.9 749.00
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3四半期  4,957百万円 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  有   

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 11,400 2.2 160 △31.9 180 △27.1 30 ― 4.53

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、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。  

(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3四半期  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3四半期  71,870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3四半期  6,627,000株 20年3月期第3四半期  6,637,198株
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経営成績の分析  
 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融危機による景気の悪化により、企業業
績は加速度的に低迷し設備投資、生産、雇用にも影響が見られるなど、厳しい状況にありました。  
 このような事業環境のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は７６億６千９百万円（前年同期比
2.8％増）となりました。  
 利益面につきましては、資材等原価の上昇及び販売費及び一般管理費の増加により、営業損失は５千６
百万円（前年同期は８千４百万円の利益）、経常損失は２千７百万円（前年同期は８千６百万円の利
益）、四半期純損失は９千６百万円（前年同期は２億４千５百万円の損失）となりました。  
   
  
当第３四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、回復基調から一転して不透明な厳しい経営環境に至っており、収益改善
のための経営合理化が一段と強化されました。また道路、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、当社は前期末に子会社化した三栄商事株式会社を「中部リケン株式会社」に社名変
更して中部地区全域において広く事業展開する販売会社に整えました。  
 当事業部門は、主要除草剤「ウェイアップフロアブル」、抑草剤「ショートキープ液剤」及び殺虫剤、
殺菌剤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
ースの拡大に努めました。その結果、当事業の売上高は５９億６千９百万円（前年同期比5.8％増）、営
業利益は２億２千５百万円（前年同期比29.2％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、急激な景気悪化により、大幅減産など生産調
整が一段と強化されました。  
 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、古紙リサイクル異物除去剤やスライムコントロール剤が伸長しま
した。  
 この結果、当事業の売上高は１２億３千１百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は５千１百万円
（前年同期比20.4％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受注が激減すると共に、民間大型工事も減少するなか、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
結果、当事業の受注工事高は９億３百万円（前年同期比22.3％減)となりました。  
 この結果、売上高は１億９千２百万円（前年同期比31.1％減)、営業損失は８千４百万円（前年同期は
８千９百万円の営業損失）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２億７千４百
万円（前年同期比4.9％減）、営業利益は２千５百万円（前年同期比10.3％減）となりました。  
  

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

資産・負債及び純資産の状況  
 当第３四半期連結会計期間末の総資産は８５億６千５百万円で、前連結会計年度末に比べ５千２百万円
の増加となりました。  
 これは、流動資産が２億９千万円の増加、固定資産が２億３千７百万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４億３千４百万円、たな卸資産７億９千６百万円等の増加、受取手形及び売掛
金１１億５百万円等の減少によるものです。  
 固定資産の減少は、投資その他の資産１億４千８百万円（差入保証金９千３百万円の減少）等の減少に
よるものです。  
 負債は３５億５千１百万円で、前連結会計年度末に比べ１億９千１百万円の増加となりました。  

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

㈱理研グリーン（９９９２）　平成21年3月期第3四半期決算短信

-2-



 これは、流動負債が２億２千７百万円の増加、固定負債が３千５百万円の減少によるものです。流動
負債の増加は、流動負債その他（未成工事受入金５億７百万円の増加）等の増加、それに対して短期借入
金５千４百万円、未払法人税等１億８千万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７千３百万円等の減少によるものです。  
 純資産は５０億１千３百万円で、前連結会計年度末に比べ１億３千８百万円の減少となりました。  
 これは四半期純損失９千６百万円、配当金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５７.９％、１株当たり純資産額は７４９円００銭となりました。  
  
キャッシュ・フローの状況  
 当第３四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５億７千９百万円増加、
投資活動により２千万円増加、財務活動により１億６千５百万円減少し、現金及び現金同等物は４億３千
４百万円の増加となり、現金及び現金同等物の第３四半期連結累計期間末残高は１３億９千７百万円とな
りました。  
  
 営業活動によるキャッシュ・フローは、５億７千９百万円の増加となりました。これは、売上債権の減
少１６億１千万円、仕入債務の増加３千６百万円等の資金の増加に対し、たな卸資産の増加７億９千６百
万円、法人税等の支払額３億４千５百万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、２千万円の増加となりました。これは、有形固定資産の取得に
よる支出２千万円、有形固定資産の売却による収入２千２百万円、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、１億６千５百万円の減少となりました。これは、短期借入によ
る収入４億円に対し、短期・長期借入金５億２千８百万円の返済及び配当金の支払い３千３百万円等によ
るものです。  
  

景気の大幅な悪化の影響により、第3四半期の業績は平成20年11月10日の修正発表時点の予想を下回っ
て推移しました。第4四半期につきましても、当社を取り巻く事業環境は一段と厳しくなるものと想定さ
れます。 
 各事業部門とも厳しい状況でありますが、そのなかでも土木緑化事業部門は、公共工事、民間工事とも
に激減し受注高が伸びず、売上高・利益額とも悪化が見込まれます。また、経費面では、株価の下落によ
る年金資産の減少により退職給付費用も増加しております。 
 このような状況の中で、前回公表の21年3月期の業績予想を下回る見通しとなりましたのでこれを修正
しました。詳細は本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

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軽微であります。  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,398 963

受取手形及び売掛金 1,931 3,037

商品及び製品 1,278 1,225

仕掛品 39 37

原材料及び貯蔵品 229 70

販売用不動産 10 10

未成工事支出金 681 98

その他 309 155

貸倒引当金 △27 △39

流動資産合計 5,851 5,561

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,147 1,180

その他（純額） 385 422

有形固定資産合計 1,532 1,603

無形固定資産   

のれん 150 161

その他 18 25

無形固定資産合計 169 187

投資その他の資産   

投資有価証券 330 374

ゴルフ会員権 271 287

その他 590 681

貸倒引当金 △181 △182

投資その他の資産合計 1,011 1,160

固定資産合計 2,713 2,951

資産合計 8,565 8,512
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,759 1,723

短期借入金 128 183

未払法人税等 41 221

賞与引当金 58 144

その他 821 308

流動負債合計 2,809 2,582

固定負債   

長期借入金 104 177

退職給付引当金 433 400

役員退職慰労引当金 126 118

その他 77 81

固定負債合計 742 777

負債合計 3,551 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 2,497 2,626

自己株式 △18 △14

株主資本合計 4,910 5,043

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47 52

評価・換算差額等合計 47 52

少数株主持分 55 56

純資産合計 5,013 5,152

負債純資産合計 8,565 8,512
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,669

売上原価 5,685

売上総利益 1,983

販売費及び一般管理費 2,039

営業損失（△） △56

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 4

受取賃貸料 18

負ののれん償却額 0

持分法による投資利益 2

雑収入 7

営業外収益合計 35

営業外費用  

支払利息 5

雑損失 1

営業外費用合計 7

経常損失（△） △27

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 6

貸倒引当金戻入額 8

受取保険金 8

その他 5

特別利益合計 28

特別損失  

固定資産売却損 14

固定資産処分損 1

投資有価証券評価損 16

その他 5

特別損失合計 38

税金等調整前四半期純損失（△） △37

法人税等 50

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △96

㈱理研グリーン（９９９２）　平成21年3月期第3四半期決算短信

-6-



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △37

減価償却費 63

のれん償却額 10

引当金の増減額（△は減少） △61

受取利息及び受取配当金 △6

支払利息 5

持分法による投資損益（△は益） △2

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） 16

固定資産売却損益（△は益） 14

売上債権の増減額（△は増加） 1,610

たな卸資産の増減額（△は増加） △796

仕入債務の増減額（△は減少） 36

未払消費税等の増減額（△は減少） △12

その他 90

小計 924

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △5

法人税等の支払額 △345

営業活動によるキャッシュ・フロー 579

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 △20

有形固定資産の売却による収入 22

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 4

投資活動によるキャッシュ・フロー 20

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 400

短期借入金の返済による支出 △450

長期借入金の返済による支出 △78

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 △165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 434

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 1,397
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日）  
 該当事項はありません。  
  

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年 4月 1日 至 平成20年12月31日) 

                                                                         （単位：百万円） 

 
  

  

 
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31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

5,969 1,231 192 274 ― 7,669

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7 ― 1 ― ( 8) ―

計 5,977 1,231 194 274 ( 8) 7,669

 営業利益又は        
 営業損失（△）

225 51 △ 84 25 (273) △ 56

(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）四半期連結損益計算書 

                                        （単位：百万円） 

「参考」

科目

前年同四半期

（平成20年3月期

第3四半期）

金   額

Ⅰ売上高 7,462

Ⅱ売上原価 5,484

 売上総利益 1,977

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,893

  営業利益 84

Ⅳ営業外収益 30

Ⅴ営業外費用 28

  経常利益 86

Ⅵ特別利益 68

Ⅶ特別損失 210

  税金等調整前四半期純損失（△） △ 55

  税金費用 182

  少数株主利益 7

  四半期純損失（△） △ 245
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（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3四半期）

区   分 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純損失 △ 55

  引当金の減少額 △ 94

  投資有価証券評価損 205

  売上債権の減少額 1,409

  たな卸資産の増加額 △ 784

   仕入債務の増加額 45

  そ の 他 △ 2

  小計 723

  法人税等の支払額 △ 119

  そ の 他 4

  営業活動によるキャッシュ・フロー 608

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

  投資有価証券の売却による収入 241

  有形固定資産の取得による支出 △ 64

  そ の 他 49

  投資活動によるキャッシュ・フロー 225

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金増加額 100

  長期借入金返済額 △ 128

  配当金の支払額 △ 33

  そ の 他 48

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 12

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 821

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 831

Ⅵ現金及び現金同等物の四半期末残高 1,653
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セグメント情報 

  【事業の種類別セグメント情報】 

前年同四半期（自平成19年4月1日 至平成19年12月31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

5,644 1,249 280 289 7,462 ― 7,462

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

9 ― ― ― 9 ( 9) ―

計 5,653 1,249 280 289 7,471 ( 9) 7,462

 営業費用 5,335 1,184 369 260 7,150 227 7,378

営業利益又は        
営業損失（△）

317 64 △ 89 28 321 (237) 84
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