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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 2,551 △5.6 △4 ― 1 △92.8 △11 ―
21年3月期第1四半期 2,704 ― 19 ― 25 ― △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

22年3月期第1四半期 △1.74 ―
21年3月期第1四半期 △0.14 ―

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 9,225 5,115 54.7 762.93
21年3月期 9,102 5,115 55.6 764.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,050百万円 21年3月期  5,059百万円

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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

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  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

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) 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 
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。 
 

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） 22年3月期第1四半期 6,691,300株 21年3月期  6,691,300株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  71,870株 21年3月期  71,870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 6,619,430株 21年3月期第1四半期 6,634,793株
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経営成績の分析  
 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、在庫調整の進展や輸出の下げ止まり等による持ち直
しを背景に、景気の悪化に歯止めがかかる動きがみられるものの、設備投資や消費、雇用は引き続いて低
迷しており、ゴルフ場業界、製紙業界、緑地造園業界など当社グループを取り巻く事業環境も依然として
厳しい状況が続いております。  
 このような事業環境のもと、当第１四半期連結累計期間の売上高は２５億５千１百万円（前年同期比
５．６％減）となりました。利益面につきましては、営業損失は４百万円（前年同期は営業利益１千９百
万円）、経常利益は１百万円（前年同期比９２．８％減）、四半期純損失は１千１百万円（前年同期は純
損失０百万）となりました。  
  
   
当第１四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの概況については、以下のとおりでありま

す。  
〔緑化関連薬剤・資材事業〕  
 当事業部門は、春先の天候の影響により殺菌剤、殺虫剤の動きが鈍かったことに加え芝用肥料が減少し
たこともあり、売上高は前年同期を下回りましたが、主要除草剤、抑草剤などの主力商品に加え、ゴルフ
場での評価が高い新規剤の除草剤「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」などの拡販に努めました。 
 この結果、当事業の売上高は２０億１千６百万円（前年同期比６．３％減）、営業利益は６千９百万円
（前年同期比３０．７％減）となりました。  
  
  
〔産業用薬品事業〕  
 当事業部門は、景気低迷による紙の生産量の大幅な減少により、スラコン剤や剥離コーティング剤の売
上は前年同期を下回りましたが、新規機能性薬品の市場開拓に努めました。  
 この結果、当事業の売上高は３億９千７百万円（前年同期比７．０％減）、営業利益は２千６百万円
（前年同期比０．０％増）となりました。  
  
  
〔土木緑化工事事業〕  
 当事業部門は、公共工事、民間工事ともに発注が少ない時期でありますが、ゴルフ場のカートパス等の
改造工事や緑地スポーツ施設管理業務などの受注獲得に努めました。  
 この結果、当事業の受注工事高は５億１千２百万円（前年同期比１０.８％増）となりました。また完
成工事高は５千９百万円（前年同期比３１．４％増）、営業損失は２千９百万円（前年同期は営業損失３
千４百万円）となりました。  
  
  
〔その他事業〕  
 その他事業は、保険代理業・リース業及び食品添加物の販売などで、当事業の売上高は７千８百万円
（前年同期比２．８％減）、営業利益は２百万円（前年同期比４１．２％減）となりました。  
  

資産・負債及び純資産の状況  
 当第１四半期連結会計期間末の総資産は９２億２千５百万円で、前連結会計年度末に比べ１億２千３百
万円の増加となりました。  
 これは、流動資産が１億１千９百万円の増加、固定資産が３百万円の増加によるものです。流動資産の
増加は、現金及び預金８億１千１百万円、たな卸資産１億５千６百万円等の増加、受取手形及び売掛金８
億６千３百万円、リース投資資産１千５百万円の減少等によるものです。  
 固定資産の増加は、投資その他の資産３百万円の増加等によるものです。  
 負債は４１億１千万円で、前連結会計年度末に比べ１億２千３百万円の増加となりました。  
 流動負債の増加は、支払手形及び買掛金１億３千４百万円、未成工事受入金１億３千７百万円等の増
加、それに対して賞与引当金６千２百万円、短期借入金２千４百万円の減少等によるものです。  
 固定負債の減少は、役員退職慰労引当金５百万円増加、それに対して長期リース債務４千２百万円の減
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０百万円の減少となりました。  
 これは配当金３千３百万円の支払等による利益剰余金の減少、その他有価証券評価差額金３千５百万円
の増加等によるものです。  
 この結果、自己資本比率は５４．７％、１株当たり純資産額は７６２円９３銭となりました。  

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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キャッシュ・フローの状況  
 当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、前連結会計年度末に比べ営業活動により
８億９千万円増加、投資活動により４百万円減少、財務活動により７千５百万円減少し、現金及び現金同
等物は８億１千１百万円の増加となり、現金及び現金同等物の第１四半期連結会計期間末残高は１５億５
千６百万円となりました。  
  
 営業活動によるキャッシュ・フローは、８億９千万円の増加となりました。これは、売上債権の減少１
０億円、仕入債務の増加１億３千４百万円等の資金の増加に対し、たな卸資産の増加１億５千６百万円等
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、４百万円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得に
よる支出３百万円等によるものです。  
  
 財務活動によるキャッシュ・フローは、７千５百万円の減少となりました。これは、短期借入金の減少
２千万円、長期借入金１千５百万円の返済及び配当金の支払い２千７百万円等によるものです。 

  

今後の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く事業環境は、当面厳しい状況が続きますが、現
時点では、平成21年5月15日に発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありま
せん。 

  
  

該当事項はありません。 
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  
 税金費用の計算  
 当連結会計年度の税引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、税引前
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おります。  
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  
  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契
約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適
用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適用し、
当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分につ
いて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
 これによる売上高、営業損失、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありませ
ん。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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 1,557,883 746,160

受取手形及び売掛金 2,205,995 3,069,821

リース投資資産 311,389 326,458

商品及び製品 1,207,436 1,278,654

仕掛品 45,223 41,923

原材料及び貯蔵品 136,089 134,849

販売用不動産 10,745 10,745

未成工事支出金 367,870 144,847

その他 177,489 164,056

貸倒引当金 △20,425 △37,770

流動資産合計 5,999,697 5,879,745

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,147,349 1,147,349

その他（純額） 411,948 406,997

有形固定資産合計 1,559,297 1,554,346

無形固定資産   

のれん 143,167 146,931

その他 16,204 17,900

無形固定資産合計 159,372 164,832

投資その他の資産   

投資有価証券 400,638 327,849

リース投資資産 476,760 527,703

ゴルフ会員権 274,397 272,687

その他 538,838 557,016

貸倒引当金 △183,061 △181,574

投資その他の資産合計 1,507,573 1,503,682

固定資産合計 3,226,243 3,222,860

資産合計 9,225,940 9,102,605
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,879,150 1,744,540

短期借入金 98,413 123,351

リース債務 325,326 329,841

未払法人税等 44,064 31,867

賞与引当金 72,305 134,801

その他 456,986 350,461

流動負債合計 2,876,246 2,714,863

固定負債   

長期借入金 60,743 71,612

リース債務 526,893 569,316

退職給付引当金 440,467 438,892

役員退職慰労引当金 138,185 132,430

その他 68,025 59,679

固定負債合計 1,234,314 1,271,930

負債合計 4,110,561 3,986,793

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,102,428 1,102,428

資本剰余金 1,328,851 1,328,851

利益剰余金 2,553,698 2,598,287

自己株式 △18,728 △18,728

株主資本合計 4,966,249 5,010,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 83,941 48,343

評価・換算差額等合計 83,941 48,343

少数株主持分 65,189 56,630

純資産合計 5,115,379 5,115,812

負債純資産合計 9,225,940 9,102,605
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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 2,704,466 2,551,831

売上原価 2,029,724 1,921,616

売上総利益 674,742 630,214

販売費及び一般管理費 655,343 635,192

営業利益又は営業損失（△） 19,399 △4,977

営業外収益   

受取利息 562 93

受取配当金 3,363 2,074

受取賃貸料 5,347 4,813

持分法による投資利益 － 450

雑収入 2,821 1,890

営業外収益合計 12,094 9,322

営業外費用   

支払利息 2,867 2,230

持分法による投資損失 2,480 －

雑損失 1,018 303

営業外費用合計 6,367 2,533

経常利益 25,127 1,811

特別利益   

固定資産売却益 89 46

投資有価証券売却益 2,965 349

貸倒引当金戻入額 3,379 15,347

受取保険金 5,643 20

その他 1,000 －

特別利益合計 13,077 15,763

特別損失   

固定資産売却損 787 －

固定資産処分損 298 －

投資有価証券評価損 － 1,249

ゴルフ会員権評価損 － 1,150

特別損失合計 1,086 2,399

税金等調整前四半期純利益 37,117 15,175

法人税等 35,908 25,506

少数株主利益 2,122 1,160

四半期純損失（△） △912 △11,491
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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 37,117 15,175

減価償却費 20,746 22,277

のれん償却額 3,763 3,763

引当金の増減額（△は減少） △86,950 △71,024

受取利息及び受取配当金 △3,925 △2,168

支払利息 2,867 2,230

持分法による投資損益（△は益） 2,480 △450

投資有価証券売却損益（△は益） △2,965 △349

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,249

固定資産売却損益（△は益） － △46

売上債権の増減額（△は増加） 667,463 1,000,869

たな卸資産の増減額（△は増加） △325,066 △156,345

仕入債務の増減額（△は減少） 262,327 134,609

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,853 8,397

その他 17,171 △38,245

小計 584,177 919,943

利息及び配当金の受取額 3,925 2,168

利息の支払額 △2,867 △2,230

法人税等の支払額 △218,055 △28,926

営業活動によるキャッシュ・フロー 367,180 890,954

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 △9,978 △3,969

有形固定資産の売却による収入 252 50

投資有価証券の取得による支出 △1,340 △359

投資有価証券の売却による収入 5,021 360

貸付金の回収による収入 440 －

無形固定資産の取得による支出 － △235

その他 1,564 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,039 △4,134

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 150,000 △20,000

リース債務の返済による支出 － △11,778

長期借入金の返済による支出 △15,806 △15,806

配当金の支払額 △26,930 △27,511

その他 △97 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,165 △75,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 470,306 811,722

現金及び現金同等物の期首残高 962,847 745,160

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,433,153 1,556,883
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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) 

                                                                           （単位：千円） 

 
  

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) 

                                                                           （単位：千円） 

 
  

  

  
 該当事項はありません。  
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

緑化関連
薬剤・資材

事業

産業用  
薬品事業

土木緑化  
工事事業

その他  
事業

消去   
又は 
全社

連結

売上高

 (1)外部顧客に 
   対する売上高

2,151,265 427,540 45,144 80,516 ― 2,704,466

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,340 ― ― ― (2,340) ―

計 2,153,606 427,540 45,144 80,516 (2,340) 2,704,466

 営業利益又は        
 営業損失（△）

100,312 26,895 △34,041 3,985 (77,752) 19,399

緑化関連
薬剤・資材

事業

産業用  
薬品事業

土木緑化  
工事事業

その他  
事業

消去   
又は 
全社

連結

売上高

 (1)外部顧客に 
   対する売上高

2,016,416 397,781 59,340 78,292 ― 2,551,831

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6,508 ― ― ― (6,508) ―

計 2,022,925 397,781 59,340 78,292 (6,508) 2,551,831

 営業利益又は        
 営業損失（△）

69,505 26,898 △ 29,695 2,342 (74,029) △ 4,977

(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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