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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10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9月期第2四半期 22,816 ― 3,431 ― 3,298 ― 1,735 ―

20年9月期第2四半期 20,874 △1.3 2,510 8.8 2,425 8.0 1,527 5.8

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2四半期 25.82 ―

20年9月期第2四半期 22.23 ―

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2四半期 57,059 31,262 54.6 464.44
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2四半期  31,136百万円 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 ― 4.50

21年9月期 
（予想）

― 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 39,000 2.6 3,300 △12.7 3,200 △11.4 2,100 2.6 31.28
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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  有  
（注）詳細は、５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、５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2四半期 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2四半期  2,985,141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2四半期 67,228,692株 20年9月期第2四半期 68,700,864株
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【定性情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 
 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機の深刻化と景気減

速を背景に、国内外の需要の急減、設備投資の抑制などから企業業績は大幅に悪化していま

す。また、雇用情勢の悪化により個人消費も低迷し景気は急速な後退が続いています。 
 
 国内農業を取り巻く環境は、減反政策の見直しや食料自給率向上に向けた議論が俎上に載

るなど農業生産を見直す動きがみられましたが、未だ具体化には至っていません。また、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、全体として依然厳しい

状況にあります。 
 
 国内農薬需要は当第２四半期連結累計期間までほぼ前年同期並みに推移しているものの、

流通在庫の圧縮や農業経営の悪化などから今後の農薬需要の見通しは不透明です。 
 
 このような状況の中、当社グループは自社開発品目の拡販と海外事業の拡大に努めました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 228 億 16 百万円（前年同期比 19 億 41 百

万円増、同 9.3％増）、営業利益は 34 億 31 百万円（前年同期比９億 20 百万円増、同 36.7％
増）、経常利益は 32 億 98 百万円（前年同期比８億 72 百万円増、同 36.0％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、17 億 35 百万

円（前年同期比２億８百万円増、同 13.6％増）となりました。 
 
 なお、中間配当金は１株につき前年同期に１円増配の４円 50 銭とさせていただくことと

いたしました。 
 
当第２四半期連結累計期間のセグメント別の概況は以下のとおりです。 
 
（１） 化学品事業 
国内農薬販売では、新製品４剤を上市するとともに、水稲用殺菌剤「ブイゲット」、園芸用

殺虫剤「フェニックス」をはじめとする自社開発品目の拡販に努めました。しかしながら、

昨年 12 月に実施された農薬価格改定後の荷動きの遅れや流通段階の在庫圧縮の影響などか

ら、売上高はほぼ前年同期並みにとどまりました。 
 
海外農薬販売では、アジア地域を中心に販売が好調に推移しました。特に韓国では「ブイ

ゲット」が水稲の白葉枯病に効果があることが実証されたことにより売上高を伸長させまし

た。また、インドにおいても殺虫剤「アプロード」、上市２年目を迎えた｢フェニックス｣が順

調に売上高を拡大しました。さらに、米国・ニチノーアメリカの業績伸長も加わり、為替は

円高基調にあったものの海外販売全体では前年同期を上回る実績となりました。 
 
化学品他では、家庭用園芸薬剤は新製品の上市もあり順調に推移しましたが、シロアリ薬

剤、緑地用薬剤の売上高が伸び悩み、有機中間体も前年同期を下回る実績となりました。ま

た、医薬品他では一般用医薬品分野での抗真菌剤が在庫調整の影響から前年同期を下回りま

した。なお、農薬、医薬、動物薬に係るノウハウ技術料は契約一時金の増加などにより前年

同期を上回る実績となりました。 
 
これらの結果、化学品事業全体の売上高は 220 億 42 百万円（前年同期比 20 億 15 百万円

増、同 10.1％増）、営業利益は 37 億３百万円（前年同期比８億 62 百万円増、同 30.3％増）

となりました。 
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（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を推進しましたが、

依然受注競争の激化と公共投資削減政策の影響を受けております。 
 
この結果、工事事業全体の売上高は２億92百万円（前年同期比93百万円減、同24.1％減）、

営業損失は 22 百万円（前年同期は７百万円の営業利益）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、集客努力に注力した

ことにより利用者数は増加傾向にあります。また、分析事業では大手食品メーカーなど新規

顧客を獲得しましたが、経済不況の影響から既存顧客の分析抑制の動きもあり需要は若干減

少しました。 
 
これらの結果、サービス事業全体の売上高は４億 80 百万円（前年同期比 19 百万円増、同

4.2％増）、営業利益は１億 60 百万円（前年同期比６百万円減、同 3.9％減）となりました。 
 
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２四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、資産は 92 億 79 百万

円増加し 570 億 59 百万円、負債は 87 億 71 百万円増加し 257 億 96 百万円、純資産は５億

7 百万円増加し 312 億 62 百万円となりました。 
 
（２）第２四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 
当第２四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 27 百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は 39
億 15 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ッシュ・フロー） 
営業活動による資金の減少は、10 億 83 百万円となりました。これは、税金等調整前四半

期純利益 28 億 29 百万円、仕入債務の増加額 41 億 66 百万円等の資金の増加を、売上債権の

増加額 78 億 4 百万円、たな卸資産の増加額 12 億７百万円等の資金の減少が上回ったことが

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、12 億 74 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 7 億 72 百万円、投資有価証券の取得による支出 3 億 52 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増加は、22 億 98 百万円となりました。これは短期借入れによる収

入が、長期借入金の返済、配当金の支払額、自己株取得による支出等の支出を上回ったこと

が要因であります。 
 
３．業績予想に関する定性的情報 
平成 20 年９月期決算発表時（平成 20 年 11 月 20 日）に発表した通期連結業績予想に変更

はございません。 
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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２四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２四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,610 5,267

受取手形及び売掛金 19,099 11,348

商品及び製品 6,675 6,255

仕掛品 379 251

原材料及び貯蔵品 2,834 2,198

その他 2,303 1,936

貸倒引当金 △10 △29

流動資産合計 36,893 27,228

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,327 5,011

機械装置及び運搬具（純額） 2,238 1,563

土地 5,463 5,461

その他（純額） 598 1,273

有形固定資産合計 13,627 13,309

無形固定資産 1,084 1,048

投資その他の資産   

投資有価証券 2,761 3,280

その他 2,712 2,933

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 5,453 6,193

固定資産合計 20,166 20,551

資産合計 57,059 47,779

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,891 3,762

短期借入金 4,937 1,311

未払法人税等 1,158 573

賞与引当金 551 608

その他 4,338 3,311

流動負債合計 18,878 9,568

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 1,806 2,131

退職給付引当金 2,782 2,959

その他 1,829 1,866

固定負債合計 6,918 7,456

負債合計 25,796 17,024
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(単位：百万円)

当第２四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 8,377 7,016

自己株式 △1,566 △936

株主資本合計 30,987 30,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 205 431

為替換算調整勘定 △56 △73

評価・換算差額等合計 149 357

少数株主持分 125 141

純資産合計 31,262 30,754

負債純資産合計 57,059 47,779
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 22,816

売上原価 13,486

売上総利益 9,330

販売費及び一般管理費 5,899

営業利益 3,431

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 40

不動産賃貸料 25

その他 25

営業外収益合計 97

営業外費用  

支払利息 48

たな卸資産廃棄損 69

持分法による投資損失 2

その他 110

営業外費用合計 230

経常利益 3,298

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 18

特別利益合計 19

特別損失  

固定資産処分損 8

投資有価証券償還損 19

投資有価証券評価損 457

その他 1

特別損失合計 487

税金等調整前四半期純利益 2,829

法人税等 1,087

少数株主利益 6

四半期純利益 1,735
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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10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 2,829

減価償却費 570

退職給付引当金の増減額（△は減少） △177

賞与引当金の増減額（△は減少） △57

受取利息及び受取配当金 △46

支払利息 48

投資有価証券評価損益（△は益） 457

売上債権の増減額（△は増加） △7,804

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,207

仕入債務の増減額（△は減少） 4,166

その他 671

小計 △549

利息及び配当金の受取額 48

利息の支払額 △39

法人税等の支払額 △543

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,083

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 △772

無形固定資産の取得による支出 △152

投資有価証券の取得による支出 △352

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,274

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 4,218

短期借入金の返済による支出 △205

長期借入金の返済による支出 △710

自己株式の取得による支出 △629

配当金の支払額 △374

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,298

現金及び現金同等物に係る換算差額 32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27

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 3,915
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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。なお、当第２四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２四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) 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、不動産賃貸、物流サービス、農薬残留分析ほか 

  

(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

22,042 292 480 22,816 ― 22,816

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

1 1 441 444 (444) ―

計 22,044 293 922 23,260 (444) 22,816

営業利益又は営業損失(△) 3,703 △22 160 3,841 (409) 3,431
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当第２四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年３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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年３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す。 

  

  

当第２四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629百万円増加し、

1,566百万円となっています。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

めです。 

  

b.所在地別セグメント情報

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) 3,457 1,632 745 135 5,971

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 22,816

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.1 7.2 3.3 0.6 26.2

(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) 前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年10月１日
至 平成20年３月31日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 20,874 100.0

Ⅱ 売上原価 12,583 60.3

  売上総利益 8,291 39.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,780 27.7

  営業利益 2,510 12.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 9

 ２ 受取配当金 44

 ３ 不動産賃貸料 22

 ４ 製品改装費収入 3

 ５ 持分法による投資利益 33

 ６ その他 57 171 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 56

 ２ 売上割引 16

 ３ 不良たな卸資産廃棄損 140

 ４ その他 43 257 1.2

  経常利益 2,425 11.6

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 0

 ２ 投資有価証券売却益 18

 ３ 貸倒引当金戻入益 0

 ４ 契約解除金収入 35

 ５ その他 6 61 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 12

 ２ 投資有価証券評価損 41 54 0.3

  税金等調整前中間純利益 2,431 11.6

  法人税、住民税及び事業税 752

  法人税等調整額 151 903 4.3

  中間純利益 1,527 7.3
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(2) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年10月１日
至 平成20年３月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 2,431

 ２ 減価償却費 513

 ３ 退職給付引当金増減額(△は減少) △117

 ４ 役員退職慰労引当金増減額(△は減少) 8

 ５ 貸倒引当金増減額(△は減少) 5

 ６ 賞与引当金増減額(△は減少) △42

 ７ 返品調整引当金増減額(△は減少) 36

 ８ 受取利息及び配当金 △53

 ９ 支払利息 56

 10 持分法による投資利益 △33

 11 有形固定資産売却益 △0

 12 有形固定資産除却損 6

 13 売上債権の増減額(△は増加) △4,760

 14 たな卸資産の増減額(△は増加) △1,542

 15 仕入債務の増減額(△は減少) 2,907

 16 未払消費税等の増減額(△は減少) △66

 17 その他 △1,183

    小計 △1,836

 18 利息及び配当金の受取額 53

 19 利息の支払額 △36

 20 法人税等の支払額 △654

  営業活動によるキャッシュ・フロー △2,473

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 △448

 ２ 有形固定資産の売却による収入 0

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △68

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △220

 ５ 貸付による支出 △85

 ６ 貸付金の回収による収入 0

 ７ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 23

 ８ その他 △31

  投資活動によるキャッシュ・フロー △828

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 3,544

 ２ 短期借入金の返済による支出 △50

 ３ 長期借入れによる収入 3,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △406

 ５ 配当金の支払額 △310

 ６ 自己株式の取得による支出 △541

  財務活動によるキャッシュ・フロー 5,235

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △14

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,918

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中間期末残高 4,946
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前中間連結会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

 
  

前中間連結会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成20年３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。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

 
  

  

(3) 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

20,027 385 461 20,874 ― 20,874

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1 1 428 432 (432) ―

計 20,028 387 890 21,306 (432) 20,874

  営業費用 17,187 379 723 18,290 73 18,364

  営業利益 2,841 7 167 3,016 (505) 2,510

b.所在地別セグメント情報

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) 2,257 1,338 762 110 4,468

Ⅱ 連結売上高(百万円) 20,874

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.8 6.4 3.7 0.5 21.4
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