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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10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9月期第1四半期 7,520 ― △39 ― △54 ― △181 ―

20年9月期第1四半期 6,879 13.7 △94 ― △91 ― △72 ―

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9月期第1四半期 △2.70 ―

20年9月期第1四半期 △1.06 ―

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9月期第1四半期 48,751 29,245 59.7 434.33
20年9月期 47,779 30,754 64.1 449.62

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  29,124百万円 20年9月期  30,612百万円

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9月期 ― 3.50 ― 5.50 9.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 4.50 ― 4.50 9.00

3.  平成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） 
（％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 22,000 5.4 2,800 11.5 2,700 11.3 1,800 17.8 26.77
通期 39,000 2.6 3,300 △12.7 3,200 △11.4 2,100 2.6 31.28

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 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9月期第1四半期  70,026,782株 20年9月期  70,026,782株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  2,971,484株 20年9月期  1,941,070株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  67,405,540株 20年9月期第1四半期  68,950,139株

-1-



【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 

 当社グループの第１四半期業績は、中核事業である化学品事業・農薬販売が不需要期に

あたる季節的要因から、他の四半期に比べ相対的に売上高、利益ともに低い水準に止まる

傾向があります。 

 

 セグメント別では、化学品事業は国内農薬販売が昨年 12 月に実施された農薬価格改定の

影響から荷動きが早まったこともあり、売上高が伸長しました。海外農薬販売では為替が

円高基調にあったものの、前期に引き続きアジア地域を中心に販売が好調に推移しました。 

工事事業・サービス事業はそれぞれ前年同期並みとなりました。 

 

この結果、当第１四半期における当社グループの連結業績は化学品事業の牽引により、

売上高は 75 億 20 百万円（前年同期比６億 40 百万円増）、営業利益は△39 百万円（同 54 百

万円増）、経常利益は△54 百万円（同 37 百万円増）となりました。四半期純利益は特別損

失として投資有価証券評価損を計上したことから△１億 81 百万円（同１億９百万円減）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。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の資産及び負債並びに純資産につきまして、前連結会計年度に

比べ資産は９億 71 百万円増加し 487 億 51 百万円、負債は 24 億 80 百万円増加し 195 億５

百万円、純資産は 15 億８百万円減少し 292 億 45 百万円となりました。 

 

（２）第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当第１四半期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８億 28 百万円減少の 31 億 15 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、６億 92 百万円となりました。これは、売上債権の減少額

６億 72 百万円、仕入債務の増加額 31 億 65 百万円等の資金増加が、税金等調整前四半期純

損失２億 59 百万円、たな卸資産の増加額 23 億 82 百万円、法人税等の支払額４億 85 百万

円等の資金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、７億 28 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５億５百万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、７億 47 百万円となりました。これは短期借入金の返済、

長期借入金の返済、配当金の支払額、自己株式の取得による支出等が短期借入れによる収

入を上回ったことが要因であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成 20 年９月期決算発表時（平成 20 年 11 月 20 日）に公表

した第２四半期連結累計期間及び通期とも、本資料発表時において変更はありません。 
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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 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連

結会計年度末実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によってい

ます。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについての

み正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっています。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している国内連結子会社については、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います。 

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

います。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

① 税金費用の計算 

当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する

方法を採用しています。 

 

(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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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、評価基準は、商品・

製品・半製品・仕掛品・原料・貯蔵品については、当社及び在外連結子会社は、総平

均法による低価法から総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方

法)、国内連結子会社は、主として総平均法による原価法から総平均法による原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)により算定しています。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

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 

「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」(企業

会計基準委員会 平成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号)を当第１四半期連結会

計期間から適用し、連結決算上必要な修正をしています。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 終

改正平成 19 年３月 30 日 企業会計基準第 13 号)及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月 18 日 終改正平成 19 年３月 30

日 企業会計基準適用指針第 16 号)を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
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準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しています。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ

ロとして算定する方法によっています。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用していま

す。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、損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：百万円)

当第１四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,714 5,267

受取手形及び売掛金 10,561 11,348

商品及び製品 8,018 6,255

仕掛品 287 251

原材料及び貯蔵品 2,770 2,198

その他 2,168 1,936

貸倒引当金 △9 △29

流動資産合計 28,511 27,228

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,339 5,011

機械装置及び運搬具（純額） 2,264 1,563

土地 5,461 5,461

その他（純額） 523 1,273

有形固定資産合計 13,589 13,309

無形固定資産 1,095 1,048

投資その他の資産   

投資有価証券 2,853 3,280

その他 2,722 2,933

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 5,554 6,193

固定資産合計 20,239 20,551

資産合計 48,751 47,779

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,839 3,762

短期借入金 1,572 1,311

未払法人税等 111 573

賞与引当金 304 608

その他 3,357 3,311

流動負債合計 12,185 9,568

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 2,106 2,131

退職給付引当金 2,865 2,959

その他 1,847 1,866

固定負債合計 7,319 7,456

負債合計 19,505 17,024
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(単位：百万円)

当第１四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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,939 10,939

資本剰余金 13,235 13,235

利益剰余金 6,460 7,016

自己株式 △1,557 △936

株主資本合計 29,078 30,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 208 431

為替換算調整勘定 △162 △73

評価・換算差額等合計 45 357

少数株主持分 121 141

純資産合計 29,245 30,754

負債純資産合計 48,751 47,779
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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：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,520

売上原価 4,534

売上総利益 2,986

販売費及び一般管理費 3,025

営業損失（△） △39

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 21

不動産賃貸料 12

その他 11

営業外収益合計 47

営業外費用  

支払利息 21

たな卸資産廃棄損 22

持分法による投資損失 1

その他 16

営業外費用合計 62

経常損失（△） △54

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 19

特別利益合計 20

特別損失  

固定資産処分損 1

投資有価証券評価損 223

特別損失合計 225

税金等調整前四半期純損失（△） △259

法人税等 △79

少数株主利益 2

四半期純損失（△） △181
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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（△） △259

減価償却費 279

退職給付引当金の増減額（△は減少） △93

賞与引当金の増減額（△は減少） △304

受取利息及び受取配当金 △23

支払利息 21

投資有価証券評価損益（△は益） 223

売上債権の増減額（△は増加） 672

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,382

仕入債務の増減額（△は減少） 3,165

その他 △139

小計 1,160

利息及び配当金の受取額 25

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △485

営業活動によるキャッシュ・フロー 692

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 △505

無形固定資産の取得による支出 △119

投資有価証券の取得による支出 △172

その他 69

投資活動によるキャッシュ・フロー △728

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） 421

長期借入金の返済による支出 △173

自己株式の取得による支出 △620

配当金の支払額 △374

財務活動によるキャッシュ・フロー △747

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △828

現金及び現金同等物の期首残高 3,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,115

日本農薬㈱（4997）平成21年9月期　第1四半期決算短信

-8-



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。なお、当第１四半

期連結会計期間については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期

連結財務諸表規則」を早期に適用しております。 

  

該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

a.事業の種類別セグメント情報

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)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

7,180 95 244 7,520 ― 7,520

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

0 0 189 190 (190) ―

計 7,180 95 434 7,710 (190) 7,520

営業利益又は営業損失(△) 382 △23 79 438 (477) △39

b.所在地別セグメント情報
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当第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(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。 

  

当第１四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より620百万円増加し、

1,557百万円となっております。これは主に、平成20年11月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成

20年11月21日から平成20年12月16日にかけて、当社普通株式1,000,000株を総額603百万円にて取得した

ためであります。 

c.海外売上高

アジア 米州 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,131 271 449 26 2,879

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 7,520

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

28.3 3.6 6.0 0.4 38.3

(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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「参考資料」

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

当四半期
(平成20年９月期

第１四半期）

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 6,879

Ⅱ 売上原価 4,104

  売上総利益 2,774

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,868

  営業損失(△) △94

Ⅳ 営業外収益 56

Ⅴ 営業外費用 53

  経常損失(△) △91

Ⅵ 特別利益 18

Ⅶ 特別損失 31

  税金等調整前四半期純損失(△) △104

  税金費用 △32

  四半期純損失(△) △72
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(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当四半期
(平成20年９月期

第１四半期）

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純損失(△) △104

 ２ 減価償却費 253

 ３ 賞与引当金増減額(△は減少) △266

 ４ 受取利息及び配当金 △34

 ５ 支払利息 37

 ６ 売上債権の増減額(△は増加) 3,226

 ７ たな卸資産の増減額(△は増加) △3,262

 ８ 仕入債務の増減額(△は減少) 2,491

 ９ その他 △1,433

    小計 907

 10 法人税等の支払額 △629

 11 その他 0

  営業活動によるキャッシュ・フロー 279

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 △329

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △63

 ３ 貸付による支出 △85

 ４ その他 33

  投資活動によるキャッシュ・フロー △444

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 396

 ２ 長期借入金の返済による支出 △173

 ３ 配当金の支払額 △310

 ４ その他 △16

  財務活動によるキャッシュ・フロー △104

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  (△は減少)

△270

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,027

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,757
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