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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 3,934 ― 682 ― 603 ― 330 ―

20年12月期第1四半期 4,219 △2.3 570 △0.4 552 0.7 333 △5.0

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12月期第1四半期 51.27 ―

20年12月期第1四半期 47.94 ―

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12月期第1四半期 18,741 11,910 54.4 1,581.68
20年12月期 18,037 11,594 55.1 1,540.39

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  10,196百万円 20年12月期  9,930百万円

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12月期 ― ― ― 20.00 20.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― 20.00 20.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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

7,580 △2.1 665 △1.5 669 △1.5 384 ― 60.51

通期 13,243 △2.6 402 △42.1 410 △37.1 225 ― 35.46
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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）  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  無  
（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） を使用しております。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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、4ページ【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。 

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12月期第1四半期 6,702,431株 20年12月期  6,702,431株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  255,743株 20年12月期  255,727株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 6,446,698株 20年12月期第1四半期 6,466,239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世界経済は、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の一層の下振れ

懸念、株式・為替等の大幅な変動などの影響により、急速に悪化いたしました。 

また、国内経済においても世界的な景気後退の影響により企業業績、個人消費、雇用などあらゆる分野

の経済活動が、これまでにないスピードで悪化しており、本格的な景気後退局面となりました。 

国内農薬業界におきましては、果樹中心に農作物の価格低迷等、農家の減収により農薬の買い控えもあ

り、商品の動きは例年より鈍く推移しておりますが、反面、国産の農作物への関心は依然高く「安全・安

心」が求められております。 

このような状況のもと、当社グループは、「安全・安心」な農作物生産に欠くことのできない安全性が

高く、環境負荷の少ない農薬の開発・普及に努めてまいりました。 

また当社グループは引き続き、果樹、花卉など園芸農家を中心に技術普及を重視した農家直結の営業方

針を堅持し、農家、会員店・販売店と当社グループを密に連携する「トライアングル作戦」を展開し、強

力に需要の開拓と販売促進に努めてまいりました。 

この結果、第１四半期連結累計期間売上高は39億３千４百万円、営業利益は６億８千２百万円、経常利

益は６億３百万円、四半期純利益は３億３千万円となりました。 

 

なお、当社グループの売上高は事業の性質上、業績に季節的変動があり、第１四半期及び第２四半期連

結会計期間の売上高が他の四半期連結会計期間と比較して多くなる傾向にあります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は187億４千１百万円となりました。これは債権回収による

売上債権が14億２百万円増加する一方、有形無形固定資産が主に減価償却の実施により1億２千７百万円減

少したことによるものであります。 

 

（負債及び純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における負債68億３千１百万円は、主に支払手形及び買掛金の増加６億４

千１百万円によるものであり、純資産は119億１千万円となりました。その結果、自己資本比率は54.4％、

１株当たり純資産は1,581円68銭となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、22億５千９百万円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、４億１千６百万円の減少となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益（５億６千７百万円）、減価償却費の計上（２億４千１百万円）、仕入債務の増加（６

億２千７百万円）による収入及び、売上債権の増加（13億８千万円）、その他流動負債の減少（３億３千

万円）、法人税等の支払（７千３百万円）による支出によるものであります。 

 

②投資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・フローは、１億７千１百万円の減少となりました。これは主に、定期預金

払戻による収入（８億７千２百万円）及び、定期預金預入による支出（９億６千９百万円）、有形固定資

産取得による支出（７千５百万円）によるものであります。 

 

③財務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・フローは、２億２千６百万円の減少となりました。これは主に、長期借入

金の借入（６千２百万円）による収入及び、長期借入金の返済（１億７千４百万円）、配当金の支払（１

億１千４百万円）による支出によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成21年２月13日付けの「平成20年12月期決算短信」にて公表いたし

ました通期連結業績予想から変更はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期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 

 該当事項はありません。 

  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) 四半期財務諸表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 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、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（貸借対照表については

収益性の低下に基く簿価の切下げの方法）により算定しております。 

  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。 

 

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 

  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よう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

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平成20年12月31日以前の借手側の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

④「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

  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）を第１四半期連結会計期間から適

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。 
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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21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,463,272 4,149,989 

受取手形及び売掛金 5,494,148 4,091,466 

製品 1,171,576 1,193,241 

原材料 1,012,607 706,964 

仕掛品 236,866 269,307 

貯蔵品 13,053 17,768 

繰延税金資産 121,981 51,473 

その他 226,687 433,201 

貸倒引当金 － △5,200 

流動資産合計 11,740,193 10,908,212 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 992,421 941,860 

機械装置及び運搬具（純額） 168,888 175,060 

土地 548,262 548,262 

その他（純額） 484,870 469,178 

有形固定資産合計 2,194,443 2,134,361 

無形固定資産   

のれん 4,141,048 4,297,860 

その他 10,440 10,759 

無形固定資産合計 4,151,488 4,308,619 

投資その他の資産   

投資有価証券 116,504 126,882 

繰延税金資産 315,432 333,862 

その他 243,255 244,650 

貸倒引当金 △19,400 △19,400 

投資その他の資産合計 655,793 685,995 

固定資産合計 7,001,725 7,128,976 

資産合計 18,741,918 18,037,189 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,153,548 1,512,260 

短期借入金 742,684 731,931 

未払法人税等 284,695 87,183 

その他 896,404 1,212,606 

流動負債合計 4,077,333 3,543,982 

固定負債   

長期借入金 945,156 1,063,747 

退職給付引当金 411,755 409,117 

役員退職慰労引当金 386,524 384,246 

土壌処理損失引当金 36,100 36,100 

負ののれん 127,312 133,187 

その他 847,098 872,759 

固定負債合計 2,753,947 2,899,159 

負債合計 6,831,280 6,443,141 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,809,177 1,809,177 

資本剰余金 1,805,164 1,805,164 

利益剰余金 6,807,855 6,606,289 

自己株式 △191,918 △191,911 

株主資本合計 10,230,278 10,028,720 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,601 6,368 

繰延ヘッジ損益 △17,871 △20,491 

為替換算調整勘定 △40,397 △84,184 

評価・換算差額等合計 △33,667 △98,307 

少数株主持分 1,714,026 1,663,635 

純資産合計 11,910,638 11,594,048 

負債純資産合計 18,741,918 18,037,189 
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,934,056

売上原価 2,299,298

売上総利益 1,634,757

販売費及び一般管理費 952,160

営業利益 682,596

営業外収益  

受取利息及び配当金 4,818

受取地代家賃 945

負ののれん償却額 5,875

開発負担金収入 5,422

その他 5,108

営業外収益合計 22,170

営業外費用  

支払利息 13,139

支払保証料 3,794

為替差損 82,816

その他 1,358

営業外費用合計 101,109

経常利益 603,657

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,200

特別利益合計 5,200

特別損失  

固定資産除却損 111

投資有価証券評価損 40,970

特別損失合計 41,081

税金等調整前四半期純利益 567,776

法人税、住民税及び事業税 282,290

法人税等調整額 △66,212

法人税等合計 216,077

少数株主利益 21,199

四半期純利益 330,499
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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21年１月１日 
 至 平成21年３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利益 567,776

減価償却費 241,342

負ののれん償却額 △5,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,637

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,278

受取利息及び受取配当金 △4,818

支払利息 13,139

為替差損益（△は益） △14,336

有形固定資産除却損 111

投資有価証券評価損益（△は益） 40,970

売上債権の増減額（△は増加） △1,380,262

たな卸資産の増減額（△は増加） △245,493

その他の流動資産の増減額（△は増加） 155,679

仕入債務の増減額（△は減少） 627,507

その他の流動負債の増減額（△は減少） △330,994

その他 △734

小計 △336,273

利息及び配当金の受取額 8,130

利息の支払額 △14,180

法人税等の支払額 △73,694

営業活動によるキャッシュ・フロー △416,018

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 △75,671

貸付金の回収による収入 2,103

定期預金の預入による支出 △969,877

定期預金の払戻による収入 872,082

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,363

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 62,000

長期借入金の返済による支出 △174,188

自己株式の取得による支出 △7

配当金の支払額 △114,379

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △793,537

現金及び現金同等物の期首残高 3,052,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,259,369
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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）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。 

「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１） （要約）四半期連結損益計算書 

 （単位：千円）

  

前第1四半期 連結累計期間 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年3月31日) 

科目 金額 

Ⅰ 売上高 4,219,252

Ⅱ 売上原価 2,639,274

   売上総利益 1,579,978

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費 
1,009,064

    営業利益 570,913

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息及び受取配当金 9,728

 ２ 受取地代家賃 1,001

 ３ 為替差益 3,914

 ４ 負ののれん償却額    5,875

 ５その他 1,470

営業外収益合計 21,990

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 30,728

 ２ 支払保証料 9,489

 ３ その他 381

営業外費用合計 40,598

    経常利益 552,305

Ⅵ 特別損失 

 １ 固定資産除却損 723

特別損失合計 723

   税金等調整前 

   四半期純利益 
551,581

法人税等 245,500

   少数株主利益又は 

    少数株主損失 

   （△） 

△27,895

   四半期純利益 333,977
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