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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 11,434 2.5 131 △44.4 169 △31.4 4 ―
20年3月期 11,158 △5.6 235 △21.9 247 △8.0 △174 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 0.69 ― 0.1 1.9 1.1
20年3月期 △26.23 ― △3.3 2.9 2.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  2百万円 20年3月期  △22百万円

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 9,102 5,115 55.6 764.29
20年3月期 8,512 5,152 59.9 768.04

（参考） 自己資本   21年3月期  5,059百万円 20年3月期  5,095百万円

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

21年3月期 △6 27 △239 745
20年3月期 266 △18 △117 962

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 33 ― 0.6
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 33 724.6 0.7
22年3月期 

（予想） ― ― ― 5.00 5.00 41.4

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

5,700 1.8 130 36.8 140 28.4 50 35.1 7.55

通期 11,700 2.3 250 90.8 270 59.8 80 ― 12.09
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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) 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） 

（注）詳細は、18ページ「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」、20ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  71,870株 20年3月期  56,330株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 9,462 0.6 79 △22.1 117 △14.6 26 △82.7
20年3月期 9,402 △5.7 102 △26.3 137 △15.9 156 204.9

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

21年3月期 4.07 ―
20年3月期 23.51 ―

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 7,629 5,192 68.1 784.39
20年3月期 7,552 5,195 68.8 783.07

（参考） 自己資本 21年3月期  5,192百万円 20年3月期  5,195百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（注）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。 

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

4,600 2.2 60 36.4 70 12.9 30 20.0 4.53

通期 9,600 1.5 150 89.9 170 45.3 60 130.8 9.06
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（当期の経営成績）  

①全般の業績に関する分析  

 当連結会計年度における我が国経済は、上期においては原油・原燃料価格の高騰が続くなか、欧米の

金融危機による世界経済の影響を受け、輸出や個人消費の減少などにより、景気の後退感が強まりまし

た。下期においても国内外の経済の落ち込みに伴い、景気は急激に悪化し、設備投資や消費、雇用が大

幅に低迷するなど厳しい状況にありました。  

 このような経済情勢のなか、当社グループをとりまく事業環境は、ゴルフ場業界では営業収益の減

少、製紙業界では大幅な減産、また緑化工事業界では公共、民間工事ともに減少するなど、更に厳しい

状況下にありました。  

 このような事業環境のもと、当社グループは全事業にわたり、主力商品の拡販、販路の開拓および技

術的サービスに徹した積極的な営業活動を図るとともに新剤の上市、拡販を図り、連結業績の回復に努

めました。  

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は114億3千4百万円（前年同期比2.5％増）となりました。利益

面につきましては、経費の大幅な圧縮に努めましたが、利益率の低下、受注工事価格などの低下に加

え、グループ事業拡大の初期費用と株価の下落に伴う退職給付費用の増加などにより、営業利益は1億3

千1百万円（前年同期比44.4％減）となり、経常利益は1億6千9百万円（前年同期比31.4％減）となり、

当期純利益は4百万円（前連結会計年度は1億7千4百万円の当期純損失）となりました。  

  

②セグメント別の業績に関する分析  

〔緑化関連薬剤・資材事業〕  

 主要需要先のゴルフ場業界は、入場者数の回復基調から景気悪化の影響により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」などの主力商品に加え、新剤として除草剤「サプライズフロアブル」、殺菌剤「ガイア顆粒水

和剤」、殺虫剤「アストロ乳剤」などの上市、拡販に努めました。またゴルフ場の総合メンテナンス受

託などの事業分野拡大を図るとともに、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、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。  

 この結果、当事業の売上高は81億8千3百万円(前年同期比5.5％増）、営業利益は4億5千7百万円(前年

同期比6.3％減)となりました。  

  

〔産業用薬品事業〕 

 主要受注先の製紙業界は、急激な景気悪化の影響から、洋紙、板紙などの大幅な需要減少となり、製

造設備の休止、統廃合などの生産調整が一段と強まりました。  

 このような状況下、当事業部門は製紙向け新製品およ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は引き続き拡販するとともに、

殺菌・防腐剤や家庭紙向け剥離・コーティング剤などの減少を新製品の拡販により業績の維持に努めま

した。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 この結果、当事業の売上高は15億5千7百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は6千万円(前年同

期比21.8％減)となりました。  

  

〔土木緑化工事事業〕 

 緑化工事業界は景気の悪化に伴い、主要受注先の公共工事は工事件数の減少および価格の低下により

受注額が激減するとともに民間大型工事も減少しました。  

 このような状況下、当事業部門は環境緑化工事を強化し、防災公園工事、校庭・造園緑化工事のほ

か、ゴルフ場関連工事などの当社技術を生かした受注活動に努めました。  

 この結果、当事業の受注工事高は13億3千5百万円（前年同期比13.4％減）となりました。また完成工

事高は13億5千5百万円（前年同期比6.2％減）、営業損失は6千3百万円(前年同期は営業損失2千5百万

円)となりました。  

  

〔その他事業〕 

 その他の事業は、保険代理店・リース業及び食品添加物の販売などであり、当事業の売上高は3億3千

8百万円（前年同期比4.5％減）、営業利益は1千1百万円（前年同期比47.4％減）となりました。 

  

（次期（２２年３月期）の見通し） 

 景気の先行きは極めて不透明な状況下、企業の収益環境は一段と厳しい状況が続くものと想定されま

す。当社グループは、中長期的な視点から業績の回復、向上のため総力を挙げてシェアの拡大と利益の

確保を図ること並びに研究開発に重点をおき新製品の上市を継続的に図ることを経営の基本方針として

おり、各事業部門の対処すべき課題については以下のとおり取り組んでまいります。  

 緑化関連薬剤・資材事業部門では、主要需要先のゴルフ場業界の厳しい経営環境に対応すべく子会社

との連携強化による販売基盤を一層高め、地域に密着した継続的な営業活動と収益性の向上に努めると

ともに、新たに上市しました除草剤「サプライズフロアブル」、殺菌剤「ガイア顆粒水和剤」、殺虫剤

「アストロ乳剤」などの新規剤の普及推進活動を図ってまいります。またゴルフ場等の総合メンテナン

ス受託については、更なる品質の向上と新規の受託拡大に努めてまいります。  

 産業用薬品事業部門では、製紙メーカーの品質向上や、生産コスト削減に対する薬剤のニーズが、よ

り一層高まっているなか、国内外のメーカーとの業務提携を更に強化して、製紙メーカーの工程に適し

た差別化商品の拡販と新規機能性薬品の上市および市場開拓に努めてまいります。  

 土木緑化工事事業部門では、環境・防災関連工事やゴルフ場関連工事など緑化・造園工事の受注高増

大に努めるとともに、自社ブランドの緑化資材を有効に活用するなど、工事原価管理を徹底し、収益力

を高めてまいります。  

 以上の事業戦略を確実に実行し、全社を挙げて業務改革、改善を図り、徹底したコスト削減に取り組

んでまいります。  

 また業務の適正を確保するための体制に財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制を構築

しましたので有効に運用してまいります。 

 以上を踏まえて次期（２２年３月期）連結通期業績予想を売上高１１７億円、営業利益を２億５千万

円、経常利益を２億７千万円、当期純利益を８千万円としております。 
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（資産、負債、純資産の状況に関する分析）  

 当連結会計年度末の総資産は９１億２百万円で、前連結会計年度末に比べ５億８千９百万円の増加と

なりました。  

  これは、流動資産が３億１千８百万円、固定資産が２億７千１百万円の増加によるものです。  

  流動資産の増加は、売上債権３億５千８百万円、たな卸資産１億６千７百万円の増加、現預金２億１

千７百万円の減少によるものです。  

 固定資産の増加は、投資その他の資産が３億４千３百万円の増加、有形固定資産が４千９百万円、無

形固定資産が２千２百万円の減少によるものです。  

 負債は３９億８千６百万円で、前連結会計年度に比べ６億２千６百万円の増加となりました。  

 流動負債が１億３千２百万円の増加、これはリース債務３億２千９百万円等の増加、未払法人税等１

億９千万円の減少等によるものです。  

 固定負債が４億９千３百万円の増加、これはリース債務５億６千９百万円等の増加、長期借入金１億

５百万円の減少等によるものです。  

 純資産は５１億１千５百万円で、前連結会計年度末に比べ３千６百万円の減少となりました。  

 これは配当金の支払い３千３百万円による利益剰余金の減少、、その他有価証券評価差額金４百万円

等の減少によるものです。  

 この結果、自己資本比率は５５.６％、一株当たり純資産は７６４円２９銭となりました。  

  

 （キャッシュ・フローの状況に関する分析）  

 当連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により６百万円減少し、投資活動により２千７百

万円増加し、また、財務活動により２億３千９百万円減少した結果、現金及び現金同等物は前年同期に

比べ２億１千７百万円減少し、期末残高は７億４千５百万円（前年同期は９億６千２百万円）となりま

した。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、６百万円の減少（前年同期は２億６千６百万円の増加）とな

りましたが、これは税金等調整前当期純利益１億５千６百万円、減価償却費８千３百万円、その他（差

入保証金）の減少１億１千１百万円等の資金の増加に対し、たな卸資産の増加１億６千７百万円、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、２千７百万円の増加（前年同期は１千８百万円の減少）とな

りましたが、これは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３千２

百万円等の資金の増加に対し、投資有価証券の取得１千２百万円、有形固定資産の取得１千７百万円等

の資金の減少によるものです。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、２億３千９百万円の減少（前年同期は１億１千７百万円の減

少）となりましたが、これは短期・長期借入金１億６千５百万円の返済及び配当金の支払い３千３百万

円等の資金の減少によるものです。  

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

 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・ガバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い 

 ＊いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

 ＊キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用している。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全ての負債を対象としています。       

  

株主への利益配分に関しましては、長期的視野に立ち安定的な配当の継続を重視するとともに、財務

体質の一層の強化と今後の事業展開に備え内部留保の充実を図っていくことを基本方針としておりま

す。配当金につきましては、当期は１株当たり５円配当(総額３千３百万円)、次期は１株当たり５円配

当(総額３千３百万円)の予定であります。 

  

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影

響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、

当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。 

 財政状態及び経営成績について 

１．当社グループの主要需要先のゴルフ場業界は、入場者数の回復傾向が見られたものの景気悪化の影

響を受け不透明な厳しい経営環境に至っております。この状況下、与信管理には徹底を図っております

が、必ずしも全額の回収が行われる保証はありません。従いまして、販売先の不測の倒産、民事再生手

続等は、当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

２．土木緑化工事事業については、主要受注先の公共団体の公共事業の厳しい受注競争の続くなか、民

間工事を含め、懸命な営業活動をしていますが、年度によっては受注額が大きく変動しますので、当事

業の受注状況によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率(％) 63.84 59.86 55.58

時価ベースの自己資本比率(％) 26.12 16.76 15.63

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

- 1.35 -

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

- 80.27 -

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 当社グループは、当社、子会社５社、関連会社２社、その他の関係会社1社で構成されており、その主な

事業内容は緑化関連薬剤・資材の販売、産業用薬品の販売、土木緑化工事の施工、食品添加物の販売、保険

代理業、リース業等であります。  

 なお、当社は、農薬、土壌改良剤及び産業用薬品等の一部を製造しております。  

 各社の当社グループ事業にかかわる位置づけは次の通りであり、事業の種類別セグメントと同一区分であ

ります。  

(1) 緑化関連薬剤・資材事業  

 ゴルフ場、高速道路、鉄道、公園等の緑地分野および家庭園芸を対象に農薬、肥料、土壌改良剤、芝等緑

化資材を国内の販売店及びゴルフ場に販売しております。また、ゴルフ場等の雑草、病害虫の防除および総

合管理メンテナンス業務を受託しております。  

＜子会社＞     ・防除委託先 (株)理研メンテ（雑草，病害虫の防除・ゴルフ場 

                     のメンテナンス等）  

          ・販 売 先 良地産業(株)、浅田商事(株)、中部リケン㈱  

<その他の関係会社> ・仕 入 先 クミアイ化学工業(株)     

(2) 産業用薬品事業  

 主に製紙会社に殺菌・防腐剤、異物除去剤等の工程助剤及び剥離・コーティング剤、吸水剤、柔軟剤、紙

力剤等の機能性薬品を販売しております。  

(3) 土木緑化工事事業  

 造園工事、土木工事及び緑化管理業務を行っております。  

(4) その他の事業  

 良地産業(株)(子会社)は、食品添加物等を販売しており、イハラ代弁(株)（子会社）は、保険代理業及び

リース業を行っております。  

(5) サービス部門  

 (株)エコプロ・リサーチ（関連会社）は水質、土壌等の分析を行っております。また、㈱緑のネットワー

ク研究所（関連会社）は、公園管理造園の企画設計及びコンサルティングを行っております。  

  

2. 企業集団の状況
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（注） 三栄商事㈱は平成20年11月に商号を変更し、中部リケン㈱となりました。 
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 (1)会社の経営の基本方針・(2)目標とする経営指標・(3)中長期的な会社の経営戦略・  

 (4)会社の対処すべき課題につきましては、平成18年3月期決算短信(平成18年5月26日開示) により開示を

行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくこ

とができます。  

  (当社ホームページ)  

     http://www.rikengreen.co.jp  

 (ジャスダック証券取引所ホームページ(「ＪＤＳ」検索ページ))  

     http://www.jds.jasdaq.co.jp/tekiji/  

  

※本資料による業績予想及び将来の予測等は社会情勢、需要動向、株式市況等に不透明な面があり、実際の

見通しと異なる場合がありますことをご承知おきください。  

  

  

  

  

  

  

  

3. 経営方針
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※2 963 746 

受取手形及び売掛金 2,589 2,552 

完成工事未収入金 447 517 

リース投資資産 － 326 

たな卸資産 1,333 － 

商品及び製品 － 1,278 

仕掛品 － 41 

原材料及び貯蔵品 － 134 

販売用不動産 10 10 

未成工事支出金 98 144 

繰延税金資産 112 111 

その他 43 52 

貸倒引当金 △39 △37 

流動資産合計 5,561 5,879 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※2 800 ※2 798 

減価償却累計額 △561 △572 

建物及び構築物（純額） 239 226 

機械装置及び運搬具 332 189 

減価償却累計額 △204 △171 

機械装置及び運搬具（純額） 127 18 

土地 ※2 1,180 ※2 1,147 

リース資産 615 177 

減価償却累計額 △590 △36 

リース資産（純額） 25 141 

その他 185 178 

減価償却累計額 △155 △157 

その他（純額） 30 20 

有形固定資産合計 1,603 1,554 

無形固定資産 

のれん 161 146 

その他 25 17 

無形固定資産合計 187 164 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1, ※2 374 ※1, ※2 327 

長期貸付金 3 2 

繰延税金資産 310 300 

リース投資資産 － 527 

ゴルフ会員権 ※2 287 ※2 272 

その他 368 253 

貸倒引当金 △182 △181 

投資その他の資産合計 1,160 1,503 

固定資産合計 2,951 3,222 

資産合計 8,512 9,102 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 ※2 1,452 ※2 1,347 

工事未払金 270 396 

短期借入金 ※2 120 70 

1年内返済予定の長期借入金 ※2 63 ※2 53 

リース債務 － 329 

未払法人税等 221 31 

未払消費税等 34 15 

賞与引当金 144 134 

その他 273 334 

流動負債合計 2,582 2,714 

固定負債 

長期借入金 ※2 177 ※2 71 

リース債務 － 569 

退職給付引当金 400 438 

役員退職慰労引当金 118 132 

繰延税金負債 70 56 

その他 11 3 

固定負債合計 777 1,271 

負債合計 3,360 3,986 

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 2,626 2,598 

自己株式 △14 △18 

株主資本合計 5,043 5,010 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 52 48 

評価・換算差額等合計 52 48 

少数株主持分 56 56 

純資産合計 5,152 5,115 

負債純資産合計 8,512 9,102 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 11,158 11,434 

売上原価 8,394 8,641 

売上総利益 2,764 2,793 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 2,528 ※1, ※2 2,662 

営業利益 235 131 

営業外収益 

受取利息 4 3 

受取配当金 6 7 

受取賃貸料 18 24 

持分法による投資利益 － 2 

負ののれん償却額 － 0 

雑収入 8 9 

営業外収益合計 38 48 

営業外費用 

支払利息 3 7 

貸倒引当金繰入額 － 1 

持分法による投資損失 22 － 

雑損失 1 1 

営業外費用合計 27 9 

経常利益 247 169 

特別利益 

投資有価証券売却益 49 7 

受取保険金 7 9 

その他 12 10 

特別利益合計 69 27 

特別損失 

固定資産廃棄損 4 1 

固定資産売却損 0 14 

減損損失 14 － 

ゴルフ会員権評価損 4 1 

投資有価証券評価損 207 17 

その他 － 5 

特別損失合計 232 40 

税金等調整前当期純利益 83 156 

法人税、住民税及び事業税 257 140 

法人税等調整額 △7 3 

法人税等合計 249 143 

少数株主利益 8 8 

当期純利益又は当期純損失（△） △174 4 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,102 1,102 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,102 1,102 

資本剰余金 

前期末残高 1,328 1,328 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,328 1,328 

利益剰余金 

前期末残高 2,834 2,626 

当期変動額 

剰余金の配当 △33 △33 

当期純利益又は当期純損失（△） △174 4 

当期変動額合計 △207 △28 

当期末残高 2,626 2,598 

自己株式 

前期末残高 △13 △14 

当期変動額 

自己株式の取得 △1 △3 

当期変動額合計 △1 △3 

当期末残高 △14 △18 

株主資本合計 

前期末残高 5,251 5,043 

当期変動額 

剰余金の配当 △33 △33 

当期純利益又は当期純損失（△） △174 4 

自己株式の取得 △1 △3 

当期変動額合計 △208 △32 

当期末残高 5,043 5,010 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 104 52 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△51 △4 

当期変動額合計 △51 △4 

当期末残高 52 48 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 104 52 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△51 △4 

当期変動額合計 △51 △4 

当期末残高 52 48 

少数株主持分 

前期末残高 59 56 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △0 

当期変動額合計 △2 △0 

当期末残高 56 56 

純資産合計 

前期末残高 5,415 5,152 

当期変動額 

剰余金の配当 △33 △33 

当期純利益又は当期純損失（△） △174 4 

自己株式の取得 △1 △3 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54 △4 

当期変動額合計 △262 △36 

当期末残高 5,152 5,115 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４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 

税金等調整前当期純利益 83 156 

減価償却費 75 83 

減損損失 14 － 

のれん償却額 16 14 

引当金の増減額（△は減少） 20 30 

受取利息及び受取配当金 △11 △11 

支払利息 3 7 

持分法による投資損益（△は益） 22 △2 

投資有価証券売却損益（△は益） △49 △7 

投資有価証券評価損益（△は益） 207 17 

固定資産売却損益（△は益） △0 14 

売上債権の増減額（△は増加） 202 △0 

たな卸資産の増減額（△は増加） 68 △167 

仕入債務の増減額（△は減少） △316 20 

未払消費税等の増減額（△は減少） 20 △13 

その他 17 195 

小計 376 334 

利息及び配当金の受取額 13 11 

利息の支払額 △3 △7 

法人税等の支払額 △119 △345 

営業活動によるキャッシュ・フロー 266 △6 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 149 － 

投資有価証券の取得による支出 △3 △12 

投資有価証券の売却による収入 241 32 

子会社株式の取得による支出 － △0 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

※2 58 － 

貸付けによる支出 △450 － 

貸付金の回収による収入 61 0 

有形固定資産の取得による支出 △75 △17 

有形固定資産の売却による収入 0 22 

無形固定資産の取得による支出 △1 △1 

その他 0 3 

投資活動によるキャッシュ・フロー △18 27 

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 450 500 

短期借入金の返済による支出 △450 △550 

リース債務の返済による支出 － △36 

長期借入金の返済による支出 △82 △115 

配当金の支払額 △33 △33 

その他 △1 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー △117 △239 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131 △217 

現金及び現金同等物の期首残高 831 962 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 962 ※1 745 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数  ５社

連結子会社名 良地産業㈱

㈱理研メンテ

浅田商事㈱

イハラ代弁㈱

三栄商事㈱

三栄商事㈱については平成20年１月

30日に株式を取得したことにより、当

連結会計年度において新たに連結の範

囲に含めております。

なお、みなし取得日を当連結会計年

度末日としているため、当連結会計年

度は貸借対照表のみを連結しておりま

す。

(1) 連結子会社の数  ５社

連結子会社名 良地産業㈱

㈱理研メンテ

浅田商事㈱

イハラ代弁㈱

中部リケン㈱

三栄商事㈱は平成20年11月に商号を

変更し、中部リケン㈱となりました。

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用会社名

関連会社㈱エコプロ・リサーチの投

資について持分法を適用しておりま

す。

日本メンテックス㈱の全株式を平成

19年11月６日に譲渡したため、みなし

譲渡日を平成19年10月１日とし、平成

19年４月から９月までの期間の損益は

持分法を適用しております。

(1) 持分法適用会社名

関連会社㈱エコプロ・リサーチの投

資について持分法を適用しておりま

す。

(2) 持分法非適用会社名

関連会社(㈱緑のネットワーク研究

所)に対する投資については持分法を

適用せず原価法により評価しておりま

す。

持分法を適用していない関連会社

(㈱緑のネットワーク研究所)は、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、かつ全体として重要性

がないため、持分法の適用から除外し

ております。

なお、㈱飛行船アルファ号は、平成

19年７月商号変更し、㈱緑のネットワ

ーク研究所となりました。

(2) 持分法非適用会社名

関連会社(㈱緑のネットワーク研究

所)に対する投資については持分法を

適用せず原価法により評価しておりま

す。

持分法を適用していない関連会社

(㈱緑のネットワーク研究所)は、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、かつ全体として重要性

がないため、持分法の適用から除外し

ております。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算

日は一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31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

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 決算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、総平均法により算定)

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの 

 総平均法による原価法

時価のないもの

同左

(2) たな卸資産

商品、製品、原材料、仕掛品及び

貯蔵品

総平均法による原価法

なお、㈱理研メンテの仕掛品に

ついては個別法による原価法に

よっております。

(2) たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）  

商品、製品、原材料、仕掛品及び

貯蔵品     総平均法  

なお、㈱理研メンテの仕掛品につ

いては個別法によっております。 

販売用不動産、未成工事支出金

個別法による原価法

販売用不動産、未成工事支出金

個別法

  （会計方針の変更）  

 当連結会計年度より「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）を適用して

おります。  

 当該変更による損益に与える影響額

は軽微であります。 

(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

定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

は除く)については定額法によ

っております。

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物    ３～47年

機械装置及び運搬具  ２～10年

 ただし、連結子会社イハラ代

弁㈱のリース資産については定

額法によっております。

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）
定率法によっております。
 ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

は除く)については定額法によ

っております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物    ３～47年

機械装置及び運搬具  ２～10年

  

(会計方針の変更)

 法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、当

連結会計年度から、平成19年４月１

日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に変

更しております。

 当該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)

 当連結会計年度から、平成19年３

月31日以前に取得したものついて

は、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。

 当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

 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

っております。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

均等償却をしております。

(3)  リース資産…所有権移転外フ
ァイナンス・リース取引に係るリース
資産

 リース期間を耐用年数とし、残存

価格を零とする定額法を採用してお

ります。
(4) 長期前払費用

均等償却をしております。
(3) 重要な引当金の計上基

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、貸倒懸念先債権等については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞

与支給見込額の当期負担額を計上して

おります。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

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

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計期間末において発生していると

認められる額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

同左

(4) 役員退職引当金

役員の退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく当期末要支給額を計

上しております。

(4) 役員退職引当金

同左

(4) 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

によっております。

 ―――――

(5) その他連結財務諸表作

成の基本となる事項

消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜き方式

によっております。

消費税等の会計処理方法

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に

ついては、部分時価評価法を採用して

おります。

同左

６ のれんの償却に関する事

項

 のれんは、５年間及び10年間で均等

償却しております。 

 なお、重要性の乏しいものについて

は発生年度に全額を償却しておりま

す。

  のれんの償却は、発生日以降10年か

ら15年間で均等償却しております。  

 なお、重要性の乏しいものについて

は発生年度に全額を償却しておりま

す。

７ 未実現損益の消去に関す

る事項

 連結会社間の資産の売買に伴う未実

現損益は、全額消去しております。

同左

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

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

い取得日から３ケ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

同左
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(7)【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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――――― （リース取引に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号 平成19年3月30日）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19年3月30日）を適用しておりま

す。  

 当該変更による損益に与える影響額はありません。  

 

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――――― （連結貸借対照表）  

 財務諸表等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）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ 1,225百万円、37百万円、70百万円であります。  
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(8)【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20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 54百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 57百万円

※２ 担保資産

支払手形・買掛金147百万円及び短期借入金50百

万円、一年以内返済予定の長期借入金17百万円、長

期借入金86百万円に対して、次のとおり担保に供し

ております。

現金及び預金(定期預金) 1百万円(帳簿価額)

建    物 55   ( 〃 )

土    地 206   ( 〃 )

投資有価証券 19   ( 〃 )

ゴルフ会員権 5   ( 〃 )

合計 288   ( 〃 )
 

※２ 担保資産

支払手形・買掛金10百万円及び一年以内返済予定

の長期借入金15百万円、長期借入金18百万円に対し

て、次のとおり担保に供しております。

建    物 48百万円(帳簿価額)

土    地 137   (  〃 )

投資有価証券 10   (  〃 )

ゴルフ会員権 5   (  〃 )

合計 202   (  〃 )

 ３ 受取手形割引高 10百万円 ３ ―――――

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

広告宣伝費 31百万円

販売促進費 139

旅費交通費 145

運賃保管料 132

報酬・給料 1,003

法定福利費 153

役員退職慰労引当金繰入額 20

退職給付費用 73

賞与引当金繰入額 119

減価償却費 33

不動産賃借料 194

支払手数料 79

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

広告宣伝費 24百万円

販売促進費 139

旅費交通費 142

運賃保管料 121

報酬・給料 1,091

法定福利費 187

役員退職慰労引当金繰入額 22

退職給付費用 89

賞与引当金繰入額 106

減価償却費 51

不動産賃借料 196

支払手数料 88

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費用は232百万円

であります。

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費用は245百万円で

あります。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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。 

単元未満株式の買取り  4,670株 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  

４ 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) 6,691,300 ― ― 6,691,300

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) 51,660 4,670 ― 56,330

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６月28日 
定時株主総会

普通株式 33 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月29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６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 33 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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。 

単元未満株式の買取り  15,540株 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  

４ 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 

 
  

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) 6,691,300 ― ― 6,691,300

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) 56,330 15,540 ― 71,870

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20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 33 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月30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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 33 5.00 平成21年３月31日 平成21年６月29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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31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 963百万円

預入期間３ヵ月超の定期預金 △1

現金及び現金同等物 962

※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 746百万円

預入期間３ヵ月超の定期預金 △1

現金及び現金同等物 745

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに連結したことに伴う連結
開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価
額と取得による収入(純額)との関係は次のとおり
であります。
三栄商事㈱(平成20年３月31日現在)

流動資産 357百万円

固定資産 514 〃

のれん 138 〃

流動負債 △625 〃

固定負債 △374 〃

三栄商事㈱株式の取得価額 10百万円

三栄商事㈱の現金及び現金同等物 68 〃

差引：三栄商事㈱取得による収入 58百万円
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(注) １ 当社の事業区分の方法は、製品の種類及び販売市場等の類似性を勘案して区分する方針を採用しておりま

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19年４月１日 至平成20年３月31日)

緑化関連薬
剤・資材事
業  ( 百 万
円)

産業用薬品
事業 

(百万円)

土木緑化
工事事業 
(百万円)

その他
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

7,757 1,601 1,444 354 11,158 ― 11,158

 (2) セグメント間の内部
   売上高または振替高

16 ― ― ― 16 (16) ―

計 7,773 1,601 1,444 354 11,174 (16) 11,158

  営業費用 7,285 1,524 1,470 332 10,612 310 10,922

  営業利益又は 
  営業損失(△)

487 77 △25 22 562 (326) 235

Ⅱ 資産、減価償却費・
  減損損失及び
  資本的支出

  資産 5,860 856 697 337 7,751 761 8,512

  減価償却費 68 4 0 7 80 3 84

  減損損失 ― ― ― 14 14 ― 14

  資本的支出 42 1 ― 17 60 2 62

当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

緑化関連薬
剤・資材事
業  ( 百 万
円)

産業用薬品
事業 

(百万円)

土木緑化
工事事業 
(百万円)

その他
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

8,183 1,557 1,355 338 11,434 ― 11,434

 (2) セグメント間の内部
   売上高または振替高

19 ― 1 ― 20 (20) ―

計 8,203 1,557 1,356 338 11,455 (20) 11,434

  営業費用 7,746 1,496 1,419 326 10,988 315 11,303

  営業利益又は 
  営業損失(△)

457 60 △63 11 466 (335) 131

Ⅱ 資産、減価償却費・
  減損損失及び
  資本的支出

  資産 5,648 841 768 1,170 8,428 673 9,102

  減価償却費 67 7 0 1 78 3 81

  資本的支出 78 3 5 0 88 0 88

25

㈱理研グリーン（９９９２）平成21年3月期決算短信



２ 各事業区分の主要製品等 

 
３ 前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は326百万円

であり、その主なものは当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は335百万円

であり、その主なものは当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 前連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は761百万円であり、その

主なものは当社の定期預金、有価証券、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は673百万円であり、その

主なものは当社の定期預金、有価証券、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。 

  

事業区分 主要製品

緑化関連 
薬剤・資材

除草剤

ウェイアップフロアブル、ダブルアップDG、ウェーブル顆粒水
和剤、オフⅡフロアブル、ハプーンフロアブル、MCPP液剤、ラ
ウンドアップマックスロード、アージラン液剤、スコリテック
液剤、サプライズフロアブル、プレエム550粒剤、シバゲンDF 
他

殺菌剤

ペンコシャイン水和剤、エメラルドDG、クリーングラス水和
剤、ダコグリーン水和剤、バシパッチ水和剤、シャルマット水
和剤、トップティ水和剤、プレビクールN液剤、セレンターフ
顆粒水和剤、グランサー水和剤、ボディーブロー水和剤、タフ
シーバフロアブル、ガイア顆粒水和剤 他

殺虫剤
タフバリアフロアブル、ショットイン乳剤、ダイアジノンSLゾ
ル、スミチオン乳剤、メガトップ液剤、エンバーMC、アストロ
乳剤、リラークDF 他

肥料
プロスペック、マックスチョイス、グリーンパワー、ニトリカ
ルチャー 他

抑草剤他

ショートキープ液剤、ビオロックフロアブル、カラーランド、
ニューエクセローンB、スプレイザー、スカイショットエー
ス、サーフショット、インパクタムシリーズ、ベント芝、芝種
子 他

その他 ゴルフ場等総合メンテナンス受託、請負散布

産業用薬品

製紙用薬剤

スライムコントロール剤（ブイテック・KVシリーズ 他）、防
腐剤（バイオタック、バイオダン 他）、家庭紙用剥離・コー
ティング剤（RHG、レゾソール クレプトロール 他)、耐油剤
（インプレス)、異物除去剤（ゼニックス、プレステージ、
HAP、RGS 他)、紙力剤 (カイメン、ハーコボンド 他)、その他
製紙用薬剤

工業用殺菌・防
腐剤

塗料、接着剤及び金属加工油等化学品用剤（バイオホープ、バ
イオエース 他)、木材用剤（カビカット）

土木緑化工事
公園、グランド、高速道路施設の環境緑化、住宅団地・校庭等
の緑化・造園、ゴルフ場関連工事

その他 保険代理業、リース業、食品添加物
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前連結会計年度及び当連結会計年度における、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社あるいは

重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度における海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

「リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給

付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係」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省略しております。 

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失(△) 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 768.04円 １株当たり純資産額 764.29円

１株当たり当期純損失 26.23円 １株当たり当期純利益 0.69円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 5,152百万円 5,115百万円

普通株式に係る純資産額 5,095百万円 5,059百万円

差額の主な内訳

 少数株主持分 56百万円 56百万円

普通株式の発行済株式数 6,691,300株 6,691,300株

普通株式の自己株式数 56,330株 71,870株

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数

6,634,970株 6,619,430株

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は 
当期純損失(△)

△174百万円 4百万円

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) △174百万円 4百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 6,636,711株 6,625,107株

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 663 457 

受取手形 380 319 

売掛金 2,083 2,185 

完成工事未収入金 453 524 

商品 649 － 

製品 247 － 

商品及び製品 － 882 

販売用不動産 10 10 

原材料 51 － 

仕掛品 37 41 

未成工事支出金 98 144 

貯蔵品 18 － 

原材料及び貯蔵品 － 134 

繰延税金資産 57 42 

関係会社短期貸付金 528 607 

未収入金 21 38 

その他 2 8 

貸倒引当金 △16 △15 

流動資産合計 5,290 5,382 

固定資産 

有形固定資産 

建物 391 396 

減価償却累計額 △272 △282 

建物（純額） 119 114 

構築物 168 168 

減価償却累計額 △142 △146 

構築物（純額） 25 22 

機械及び装置 106 108 

減価償却累計額 △89 △94 

機械及び装置（純額） 17 14 

車両運搬具 5 5 

減価償却累計額 △5 △5 

車両運搬具（純額） 0 0 

工具、器具及び備品 149 148 

減価償却累計額 △129 △131 

工具、器具及び備品（純額） 19 16 

土地 667 667 

リース資産 － 57 

減価償却累計額 － △12 

リース資産（純額） － 45 

有形固定資産合計 850 881 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産 

ソフトウエア 10 5 

電話加入権 1 1 

その他 2 1 

無形固定資産合計 14 9 

投資その他の資産 

投資有価証券 110 109 

関係会社株式 581 592 

出資金 2 2 

関係会社長期貸付金 357 300 

破産更生債権等 0 0 

長期前払費用 5 5 

繰延税金資産 149 153 

敷金 77 75 

ゴルフ会員権 111 111 

その他 63 67 

貸倒引当金 △62 △62 

投資その他の資産合計 1,396 1,356 

固定資産合計 2,261 2,247 

資産合計 7,552 7,629 

負債の部 

流動負債 

支払手形 122 163 

買掛金 982 1,009 

工事未払金 289 402 

リース債務 － 12 

未払金 217 222 

未成工事受入金 41 76 

未払法人税等 205 1 

未払消費税等 18 － 

未払費用 9 20 

預り金 5 5 

賞与引当金 87 78 

完成工事補償引当金 1 1 

その他 3 4 

流動負債合計 1,984 1,998 

固定負債 

リース債務 － 34 

退職給付引当金 295 322 

役員退職慰労引当金 74 80 

その他 1 1 

固定負債合計 371 438 

負債合計 2,356 2,437 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,102 1,102 

資本剰余金 

資本準備金 1,328 1,328 

資本剰余金合計 1,328 1,328 

利益剰余金 

利益準備金 128 128 

その他利益剰余金 

研究開発積立金 300 300 

別途積立金 2,050 2,170 

繰越利益剰余金 269 143 

利益剰余金合計 2,748 2,742 

自己株式 △19 △23 

株主資本合計 5,160 5,150 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 35 42 

評価・換算差額等合計 35 42 

純資産合計 5,195 5,192 

負債純資産合計 7,552 7,629 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 9,402 9,462 

売上原価 7,475 7,609 

売上総利益 1,926 1,852 

販売費及び一般管理費 1,824 1,772 

営業利益 102 79 

営業外収益 

受取利息 8 10 

受取配当金 4 3 

受取賃貸料 20 18 

雑収入 4 6 

営業外収益合計 39 39 

営業外費用 

支払利息 1 1 

貸倒引当金繰入額 2 － 

雑損失 0 0 

営業外費用合計 4 1 

経常利益 137 117 

特別利益 

投資有価証券売却益 35 1 

関係会社株式売却益 162 － 

貸倒引当金戻入額 － 1 

完成工事補償引当金戻入額 2 － 

受取保険金 3 1 

特別利益合計 203 4 

特別損失 

固定資産廃棄損 0 1 

ゴルフ会員権評価損 4 0 

投資有価証券評価損 2 3 

特別損失合計 7 5 

税引前当期純利益 333 116 

法人税、住民税及び事業税 206 82 

法人税等調整額 △28 7 

法人税等合計 177 89 

当期純利益 156 26 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,102 1,102 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,102 1,102 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,328 1,328 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,328 1,328 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,328 1,328 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,328 1,328 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 128 128 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 128 128 

その他利益剰余金 

研究開発積立金 

前期末残高 300 300 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 300 300 

別途積立金 

前期末残高 2,030 2,050 

当期変動額 

別途積立金の積立 20 120 

当期変動額合計 20 120 

当期末残高 2,050 2,170 

繰越利益剰余金 

前期末残高 167 269 

当期変動額 

剰余金の配当 △33 △33 

当期純利益 156 26 

別途積立金の積立 △20 △120 

当期変動額合計 102 △126 

当期末残高 269 143 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,625 2,748 

当期変動額 

剰余金の配当 △33 △33 

当期純利益 156 26 

別途積立金の積立 － － 

当期変動額合計 122 △6 

当期末残高 2,748 2,742 

自己株式 

前期末残高 △18 △19 

当期変動額 

自己株式の取得 △1 △3 

当期変動額合計 △1 △3 

当期末残高 △19 △23 

株主資本合計 

前期末残高 5,038 5,160 

当期変動額 

剰余金の配当 △33 △33 

当期純利益 156 26 

自己株式の取得 △1 △3 

当期変動額合計 121 △10 

当期末残高 5,160 5,150 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 59 35 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 6 

当期変動額合計 △23 6 

当期末残高 35 42 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 59 35 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 6 

当期変動額合計 △23 6 

当期末残高 35 42 

純資産合計 

前期末残高 5,097 5,195 

当期変動額 

剰余金の配当 △33 △33 

当期純利益 156 26 

自己株式の取得 △1 △3 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 6 

当期変動額合計 97 △3 

34

㈱理研グリーン（９９９２）平成21年3月期決算短信



(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期末残高 5,195 5,192 
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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】
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