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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 10,389 △40.9 943 362.2 935 277.2 541 569.3
21年3月期第1四半期 17,586 ― 204 ― 248 ― 80 ―

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

22年3月期第1四半期 7,740.46 ―

21年3月期第1四半期 1,152.04 ―

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

22年3月期第1四半期 33,660 19,889 59.1 284,130.61
21年3月期 38,497 19,562 50.8 279,459.75

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  19,889百万円 21年3月期  19,562百万円

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  有  

（注）21年3月期の期末配当については、普通配当4,000円00銭、特別配当500円00銭です。 

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

21年3月期 ― 2,500.00 ― 4,500.00 7,000.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3,000.00 ― 3,500.00 6,500.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

19,600 △41.0 1,300 279.8 1,300 218.9 650 536.7 9,285.71

通期 43,500 △30.5 2,600 △59.4 2,500 △61.0 1,300 △62.9 18,571.43
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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） 

(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 

１．平成21年5月11日に公表いたしました配当予想は、本資料において修正しております。 
  詳細につきましては、本日開示しております「平成22年3月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．平成21年5月11日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
  詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
３．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお 
  り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、【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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 72,000株 21年3月期  72,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,000株 21年3月期  2,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 70,000株 21年3月期第1四半期 70,275株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的金融危機による急速な景気後退の影響により、企業収益

の悪化や設備投資の凍結、雇用調整、個人消費の低迷など厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループの事業における状況は、主力事業の鉄鋼と肥料において販売数量の減

少はありましたが、原材料価格が低く抑えられたことにより、収益は前年同期を上回りました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は10,389百万円（前年同期比40.9％減）、営業利益は943百

万円（前年同期比362.2％増）、経常利益は935百万円（前年同期比277.2％増）、四半期純利益は541百万円（前年同

期比569.3％増）となりました。 

  

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（鉄鋼建設資材事業） 

 当第１四半期は、ねじ節鉄筋の販売数量が増加しましたが、景気低迷の影響から前年同期に比べ鋼材全体の販売

数量は減少し製品販売価格が前年同期の水準を下回ったことから減収となりました。利益面では、鉄スクラップ価

格が前年同期の水準を下回ったことなどによる原料コストの低減と、従来から継続している製造コストダウン活動

の推進で前年同期に比べ増益となりました。この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は6,465百万円

（前年同期比47.8％減）、営業利益は1,139百万円（前年同期比423.0％増）となりました。 

（農業資材事業） 

 肥料事業では、新肥料年度（７月より新年度）の価格改定を控えた影響を受けて、前年同期に比べ減収減益とな

りました。園芸事業では、家庭菜園向け肥料の販売数量が増加し、前年同期に比べ増収増益となりました。種苗事

業では、大玉トマト「アニモ」の販売に注力し、販売が拡大しました。この結果、当第１四半期連結会計期間にお

ける売上高は3,339百万円（前年同期比28.2％減）、営業利益は141百万円（前年同期比53.2％減）となりました。

（環境サービス事業） 

 環境計量証明・コンサルタント事業を行っております株式会社環境科学コーポレーションでは、前年同期を上回

る受注を獲得しましたが、受注価格は前年同期より下降しました。廃棄物処理・リサイクル事業を行っております

上武エコ・クリーン株式会社においては、建築・土木需要の低迷から、廃棄物収集量、リサイクル品販売量ともに

前年同期より減少しました。この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は201百万円（前年同期比6.3％

減）、営業損失は63百万円（前年同期営業損失64百万円）となりました。  

（その他事業） 

 砕石・砕砂事業を行なう上武産業株式会社は、製品需要は低迷しておりますが、大型物件への製品納入があった

ことから前年より増収増益となっております。この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は430百万円

（前年同期比10.3％増）、営業利益は39百万円（前年同期比89.1％増）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
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（貸借対照表の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末の流動資産は16,769百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,852百万円減少いたし

ました。主な要因といたしましては、営業活動に伴う現金及び預金の減少2,515百万円、受取手形及び売掛金1,898百

万円の減少等であります。 

 固定資産は、16,891百万円となり、前連結会計年度末に比べ15百万円の増加となりました。主な要因といたしまし

ては、投資有価証券（投資その他の資産）の増加152百万円と、有形固定資産61百万円、無形固定資産29百万円の減

少等であります。 

 この結果、資産合計は33,660百万円（前連結会計年度末比4,836百万円減）となりました。 

 流動負債は、10,785百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,993百万円の減少となりました。主な要因といたし

ましては、支払手形及び買掛金1,299百万円、未払法人税等2,196百万円、設備未払金（その他）1,295百万円の減少

等であります。 

 固定負債は、2,986百万円となり、前連結会計年度末に比べ170百万円の減少となりました。主な要因といたしまし

ては、長期借入金200百万円の減少等であります。 

 この結果、負債合計は13,771百万円（前連結会計年度末比5,163百万円減）となりました。 

 純資産合計は、19,889百万円となり、前連結会計年度末に比べ326百万円増加いたしました。主な要因といたしま

しては、利益剰余金226百万円、その他有価証券評価差額金91百万円の増加等であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末50.8％から59.1％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における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

2,465百万円減少の3,454百万円となりました。当第１四半期における各キャシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。 

 営業活動の結果使用した資金は、513百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益924百万円、減価償

却費412百万円、売上債権の減少1,898百万円となったことと、仕入債務の減少1,299百万円、法人税等の支払額が

2,520百万円となったこと等によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は、1,606百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,651百万円

等によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は、353百万円となりました。これは、短期借入金の純増加額が100百万円となったこ

とと、長期借入金の返済による支出200百万円、配当金の支払251百万円を実施したこと等によるものであります。 

   

  近の業績動向を踏まえて、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月11日に公表いたしました平成22年３月

期第２四半期連結累計期間業績予想（連結・個別）を修正しております。詳細は本日別途開示する、「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

1)たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として受払記録等により合理的に算出する方法によっております。 

2)固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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おります。 

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おります。 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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）

（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

朝日工業株式会社（5456）　平成22年3月期 第1四半期決算短信

5



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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,454,397 5,970,262 

受取手形及び売掛金 5,177,609 7,076,457 

商品及び製品 5,750,263 5,953,140 

原材料及び貯蔵品 1,917,406 2,076,643 

その他 474,927 554,228 

貸倒引当金 △5,416 △8,547 

流動資産合計 16,769,188 21,622,184 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,541,908 3,578,817 

機械装置及び運搬具（純額） 7,328,021 7,399,964 

土地 2,597,409 2,596,519 

その他（純額） 1,508,618 1,462,304 

有形固定資産合計 14,975,959 15,037,606 

無形固定資産   

無形固定資産合計 358,463 387,658 

投資その他の資産 1,557,388 1,450,546 

固定資産合計 16,891,810 16,875,811 

資産合計 33,660,999 38,497,995 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,795,128 6,094,834 

短期借入金 1,570,000 1,470,000 

1年内返済予定の長期借入金 420,000 420,000 

未払法人税等 371,046 2,568,022 

賞与引当金 141,975 323,764 

その他 3,487,637 4,902,931 

流動負債合計 10,785,787 15,779,552 

固定負債   

長期借入金 1,410,000 1,610,000 

退職給付引当金 1,191,260 1,177,195 

その他 384,808 369,065 

固定負債合計 2,986,068 3,156,260 

負債合計 13,771,856 18,935,813 
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000 

資本剰余金 1,802,000 1,802,000 

利益剰余金 16,024,525 15,797,693 

自己株式 △293,311 △293,311 

株主資本合計 19,723,214 19,496,382 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 149,648 57,767 

為替換算調整勘定 16,279 8,033 

評価・換算差額等合計 165,928 65,800 

純資産合計 19,889,142 19,562,182 

負債純資産合計 33,660,999 38,497,995 
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 17,586,070 10,389,964 

売上原価 15,418,917 7,752,267 

売上総利益 2,167,153 2,637,696 

販売費及び一般管理費 1,962,985 1,693,981 

営業利益 204,167 943,714 

営業外収益   

受取利息 291 1,032 

受取配当金 91,430 13,247 

持分法による投資利益 － 7,957 

その他 24,719 12,652 

営業外収益合計 116,441 34,890 

営業外費用   

支払利息 10,985 13,836 

売上割引 39,844 25,525 

持分法による投資損失 13,537 － 

その他 8,199 3,589 

営業外費用合計 72,567 42,950 

経常利益 248,042 935,654 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,101 3,278 

特別利益合計 3,101 3,278 

特別損失   

固定資産処分損 7,844 13,895 

投資有価証券評価損 96,916 － 

その他 340 229 

特別損失合計 105,101 14,124 

税金等調整前四半期純利益 146,042 924,808 

法人税、住民税及び事業税 159,820 352,272 

法人税等調整額 △94,737 30,703 

法人税等合計 65,083 382,975 

四半期純利益 80,959 541,832 
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 146,042 924,808 

減価償却費 345,432 412,953 

売上債権の増減額（△は増加） △686,699 1,898,998 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,316,564 △1,299,705 

その他 627,578 69,437 

小計 2,748,919 2,006,491 

利息及び配当金の受取額 91,721 14,279 

利息の支払額 △8,815 △13,583 

法人税等の支払額 △472,073 △2,520,308 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,359,752 △513,120 

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 △951,500 △1,651,290 

無形固定資産の取得による支出 △280 △6,300 

その他 △10,080 50,603 

投資活動によるキャッシュ・フロー △961,860 △1,606,987 

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） △355,000 100,000 

長期借入金の返済による支出 △140,300 △200,000 

配当金の支払額 △168,515 △251,936 

その他 △61,252 △1,825 

財務活動によるキャッシュ・フロー △725,067 △353,762 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,371 8,246 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 655,451 △2,465,623 

現金及び現金同等物の期首残高 2,484,703 5,920,021 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,140,155 3,454,397 
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

鉄鋼建設資材事業…主要な製品は、異形棒鋼、構造用鋼、ねじ節鉄筋等であります。 

農業資材事業………主要な製品は、肥料、園芸資材、種苗、乾牧草等であります。 

環境サービス事業…主要な製品・サービスは、環境計量証明・コンサルタント業と廃棄物処理・リサイク

ル事業であります。 

その他事業…………主要な製品は、砕石・砕砂等であります。 

 ３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４． (3） ②に記載のとおり、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）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「鉄鋼建設資材事業」で27,568千円、「農業資材

事業」で6,767千円それぞれ減少しております。 

  

（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

  
鉄鋼建設資材 

事業 
（千円） 

農業資材事業
  

（千円） 

環境サービス
事業 

（千円） 

その他事業
  

（千円） 

計
  

（千円） 

消去又は全社 
  

（千円） 

連結
  

（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
 12,375,055  4,648,382  198,709  363,923  17,586,070  －  17,586,070

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  16,657  26,635  43,292 (43,292)  －

計  12,375,055  4,648,382  215,366  390,558  17,629,363 (43,292)  17,586,070

営業利益 

（又は営業損失） 
 217,828  302,889 (64,309)  20,829  477,237 (273,070)  204,167
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

鉄鋼建設資材事業…主要な製品は、異形棒鋼、構造用鋼、ねじ節鉄筋等であります。 

農業資材事業………主要な製品は、肥料、園芸資材、種苗、乾牧草等であります。 

環境サービス事業…主要な製品・サービスは、環境計量証明・コンサルタント業と廃棄物処理・リサイク

ル事業であります。 

その他事業…………主要な製品は、砕石・砕砂等であります。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

本邦以外の売上高がないため該当事項はありません。  

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。 

   

  
鉄鋼建設資材 

事業 
（千円） 

農業資材事業
  

（千円） 

環境サービス
事業 

（千円） 

その他事業
  

（千円） 

計
  

（千円） 

消去又は全社 
  

（千円） 

連結
  

（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
 6,465,834  3,339,837  181,922  402,370  10,389,964  －  10,389,964

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  19,904  28,229  48,133 (48,133)  －

計  6,465,834  3,339,837  201,826  430,599  10,438,097 (48,133)  10,389,964

営業利益 

（又は営業損失） 
 1,139,295  141,669 (63,642)  39,378  1,256,700 (312,985)  943,714

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（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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（1）生産実績 

当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．農業資材事業は肥料事業、その他事業は砕石・砕砂事業の生産実績を記載しております。 

３．環境サービス事業は、サービス事業のため記載を省略しております。 

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（2）受注状況 

当第１四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．農業資材事業、環境サービス事業およびその他事業は見込み生産等のため記載を省略しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（3）販売実績 

当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総

販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同四半期比（％） 

鉄鋼建設資材事業  6,391,087  57.9

農業資材事業  2,275,809  82.2

その他事業  388,215  101.1

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比

（％） 

鉄鋼建設資材事業  5,685,952  40.2  3,683,046  31.3

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同四半期比（％） 

鉄鋼建設資材事業  6,465,834  52.2

農業資材事業  3,339,837  71.8

環境サービス事業  181,922  91.6

その他事業  402,370  110.6

合計  10,389,964  59.1

相手先  

前第１四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

全国農業協同組合連合会  3,142,180  17.9  2,140,308  20.6

阪和興業株式会社  2,195,508  12.5  1,523,327  14.7

伊藤忠丸紅テクノスチール株式会社  2,268,760  12.9  1,315,159  12.7

三井物産株式会社  1,771,301  10.1  771,265  7.4
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