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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10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 ％

21年9月期第3四半期 30,803 ― 3,703 ― 3,600 ― 2,035 ―

20年9月期第3四半期 29,665 0.2 3,526 21.7 3,379 20.6 2,057 16.0

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9月期第3四半期 30.30 ―

20年9月期第3四半期 30.02 ―

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3四半期 54,743 31,479 57.3 467.68
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3四半期  31,347百万円 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、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。 
・本資料に記載されている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3四半期 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3四半期  2,999,427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3四半期 67,163,218株 20年9月期第3四半期 68,518,750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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、一部で輸出の回復の動きがみられる

ものの、昨年秋以降の世界的な金融危機の影響は依然大きく、企業収益や雇用情勢は大幅な

悪化が続き個人消費も低迷するなど、厳しい状況が続いています。 

 

 このような状況下、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３四半期連結累計期間の売上高は、308 億３百万円（前年同期比 11 億 37 百

万円増、同 3.8％増）、営業利益は 37億３百万円（前年同期比１億 76百万円増、同 5.0％増）、

経常利益は 36億円（前年同期比２億 21百万円増、6.5％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、20億 35百万円（前年同期比 22百

万円減、同 1.1％減）となりました。 

 

 化学品事業の中核である国内農薬販売では、自社開発品目の拡販に注力しました。また、

昨年 12月に実施された農薬価格改定による前倒し需要が発生したものの、流通在庫圧縮など

の影響から第２四半期以降荷動きが鈍化し、殺虫剤「フェニックス」、「アプロード」などが

低迷し、売上高は前年同期を下回る実績となりました。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、さらに、米国・ニチノーアメリカの業績寄与もあり、売上高は前年

同期を上回る実績となりました。なお、「フェニックス」が中国で初出荷となりました。 

化学品他では医薬品事業において外用抗真菌剤の一般医療用分野での売上高が流通在庫調

整のため低迷しました。また、有機中間体事業も前年同期を下回る実績となりました。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、化学品事業全体では、売上高は 296 億 33 百万円（前年同期比

11億 27 百万円増、同 4.0％増）、営業利益は 41億５百万円（前年同期比２億 85百万円増、

同 7.5％増）となりました。 

 工事事業は受注競争の激化と公共投資削減政策などの影響から、売上高は４億 44 百万円

（前年同期比 33百万円減、同 7.0％減）、営業損失は 17百万円（前年同期は６百万円の営業

損失）となりました。また、サービス事業ではスポーツ施設運営事業は順調に推移し、売上

高は７億 25 百万円（前年同期比 44 百万円増、同 6.5％増）となりましたが、分析事業が経

済不況の影響による受託減少などもあり営業利益は２億32百万円（前年同期比17百万円減、

同 7.0％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３四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69億63百万円

増加し547億43百万円、負債は62億38百万円増加し232億63百万円、純資産は７億24百万円増

加し314億79百万円となりました。 

 

（２）第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当第３四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７億67百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末 

は31億75百万円となりました。 

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、26億75百万円となりました。これは、税金等調整前四半期 
純利益33億円、仕入債務の増加額12億80百万円等の資金増加を、売上債権の増加額65億56百

万円、たな卸資産の増加額７億31百万円等の資金減少が上回ったことが要因であります。 
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（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、13億32百万円となりました。これは有形固定資産の取得に

よる支出９億21百万円、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、32億39百万円となりました。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。 

 

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３四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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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
適用しています。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

しています。 
② 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
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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。 

③ 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。 

④ 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 最終改

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 最終改正平成 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３四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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,771 5,267

受取手形及び売掛金 17,834 11,348

商品及び製品 6,794 6,255

仕掛品 230 251

原材料及び貯蔵品 2,382 2,198

その他 2,268 1,936

貸倒引当金 △9 △29

流動資産合計 34,273 27,228

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,260 5,011

機械装置及び運搬具（純額） 2,188 1,563

土地 5,463 5,461

その他（純額） 649 1,273

有形固定資産合計 13,562 13,309

無形固定資産 1,067 1,048

投資その他の資産   

投資有価証券 3,370 3,280

その他 2,489 2,933

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 5,839 6,193

固定資産合計 20,469 20,551

資産合計 54,743 47,779

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,989 3,762

短期借入金 6,197 1,311

未払法人税等 881 573

賞与引当金 329 608

その他 3,994 3,311

流動負債合計 16,393 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 2,724 2,959

その他 1,840 1,866

固定負債合計 6,870 7,456

負債合計 23,263 17,024

日本農薬㈱（4997）平成21年9月期 第3四半期決算短信

-6-



(単位：百万円)

当第３四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 8,375 7,016

自己株式 △1,577 △936

株主資本合計 30,973 30,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 488 431

為替換算調整勘定 △114 △73

評価・換算差額等合計 374 357

少数株主持分 132 141

純資産合計 31,479 30,754

負債純資産合計 54,743 47,779
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 30,803

売上原価 18,246

売上総利益 12,557

販売費及び一般管理費 8,853

営業利益 3,703

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 70

不動産賃貸料 38

持分法による投資利益 16

その他 60

営業外収益合計 194

営業外費用  

支払利息 85

たな卸資産廃棄損 75

その他 135

営業外費用合計 297

経常利益 3,600

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 20

その他 1

特別利益合計 21

特別損失  

固定資産処分損 10

投資有価証券償還損 19

投資有価証券評価損 290

その他 1

特別損失合計 322

税金等調整前四半期純利益 3,300

法人税等 1,253

少数株主利益 11

四半期純利益 2,035
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,987

売上原価 4,760

売上総利益 3,227

販売費及び一般管理費 2,954

営業利益 272

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 30

不動産賃貸料 13

持分法による投資利益 18

その他 34

営業外収益合計 99

営業外費用  

支払利息 36

たな卸資産廃棄損 6

その他 25

営業外費用合計 68

経常利益 302

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

投資有価証券評価損戻入益 167

その他 1

特別利益合計 170

特別損失  

固定資産処分損 2

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 470

法人税等 165

少数株主利益 5

四半期純利益 299
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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 3,300

減価償却費 864

退職給付引当金の増減額（△は減少） △235

賞与引当金の増減額（△は減少） △278

受取利息及び受取配当金 △78

支払利息 85

投資有価証券評価損益（△は益） 290

売上債権の増減額（△は増加） △6,556

たな卸資産の増減額（△は増加） △731

仕入債務の増減額（△は減少） 1,280

その他 393

小計 △1,668

利息及び配当金の受取額 80

利息の支払額 △59

法人税等の支払額 △1,028

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,675

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 △921

無形固定資産の取得による支出 △194

投資有価証券の取得による支出 △352

その他 136

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,332

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 5,629

短期借入金の返済による支出 △235

長期借入金の返済による支出 △830

自己株式の取得による支出 △641

配当金の支払額 △676

少数株主への配当金の支払額 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △767

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 3,175

日本農薬㈱（4997）平成21年9月期 第3四半期決算短信

-10-



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３四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３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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

29,633 444 725 30,803 ― 30,803

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

2 3 647 653 (653) ―

計 29,636 447 1,373 31,457 (653) 30,803

営業利益又は営業損失(△) 4,105 △17 232 4,320 (616) 3,703

b.所在地別セグメント情報
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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３四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641百万円増加し、

1,577百万円となっています。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。 

  

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) 4,804 2,107 951 258 8,121

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 30,803

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.6 6.9 3.1 0.8 26.4

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

日本農薬㈱（4997）平成21年9月期 第3四半期決算短信

-12-



「参考資料」

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

前四半期
(平成20年９月期

第３四半期）

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 29,665

Ⅱ 売上原価 17,502

  売上総利益 12,163

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,636

  営業利益 3,526

Ⅳ 営業外収益 228

Ⅴ 営業外費用 375

  経常利益 3,379

Ⅵ 特別利益 145

Ⅶ 特別損失 57

  税金等調整前四半期純利益 3,468

  税金費用 1,402

  少数株主利益 8

  四半期純利益 2,057
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(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前四半期
(平成20年９月期

第３四半期）

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利益 3,468

 ２ 減価償却費 773

 ３ 賞与引当金増減額(△は減少) △192

 ４ 受取利息及び配当金 △105

 ５ 支払利息 121

 ６ 売上債権の増減額(△は増加) △4,091

 ７ たな卸資産の増減額(△は増加) △1,392

 ８ 仕入債務の増減額(△は減少) 639

 ９ その他 △1,349

    小計 △2,128

 10 法人税等の支払額 △1,194

 11 その他 26

  営業活動によるキャッシュ・フロー △3,296

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 △904

 ２ 有形固定資産の売却による収入 86

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △101

 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 その他 74

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,150

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 3,647

 ２ 長期借入れによる収入 3,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △580

 ４ 配当金の支払額 △549

 ５ その他 △646

  財務活動によるキャッシュ・フロー 4,871

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  (△は減少)

416

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 3,443
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