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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 19,591 △41.0 1,399 308.9 1,426 249.8 812 695.5
21年3月期第2四半期 33,222 ― 342 ― 407 ― 102 ―

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2四半期 11,601.11 ―

21年3月期第2四半期 1,455.56 ―

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2四半期 34,372 20,186 58.7 288,378.83
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2四半期  20,186百万円 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  無  

（注）21年３月期の期末配当金については、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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 3,000.00

22年3月期 
（予想）

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

1



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） 

(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 

 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、４ページ【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2四半期 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2四半期  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2四半期 70,000株 21年3月期第2四半期 70,137株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整が一段落するなど一部に持ち直しの兆しが見ら

れたものの、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

 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、各製品の需要低迷により減収となりました

が、一部の事業で原料コストが下降し増益となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は19,591百万円（前年同期比41.0％減）、営業利益は1,399

百万円（前年同期比308.9％増）、経常利益は1,426百万円（前年同期比249.8％増）、四半期純利益は812百万円（前

年同期比695.5％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） 

 景気低迷の影響から鋼材全体の販売数量は減少し、製品販売価格が下降したことから、前年同期に比べ減収となり

ました。利益面では、鉄スクラップ価格が前年同期を大きく下回ったことや継続して取り組んでいる製造コストダウ

ン活動の効果で、前年同期に比べ増益となりました。この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は12,490

百万円（前年同期比48.4％減）、営業利益は1,948百万円（前年同期比331.2％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や流通在庫圧縮による影響を受けて、前年

同期に比べ減収となりました。利益面では、生産数量の減少にともなう生産コスト上昇などにより前年同期に比べ減

益となりました。園芸事業では、ホームセンターへの販売が大きく拡大したことから、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」の販売に注力した結果、主要産地への販売に繋がりました。この結

果、当第２四半期連結累計期間における売上高は5,856百万円（前年同期比25.0％減）、営業利益は53百万円（前年

同期比86.5％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、受注価格の低下が

続き、前年同期に比べ減益となりました。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

社では、建設需要の低下から解体工事が減少し廃棄物の発生が減少したことから、前年同期に比べ減収減益となりま

した。この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は465百万円（前年同期比7.6％減）、営業損失は84百万

円（前年同期営業損失52百万円）となりました。 

 （その他事業） 

 砕石・砕砂事業を行なっております上武産業株式会社では、大型物件への製品納入が続いたことから、前年に比べ

増収増益となりました。この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は865百万円（前年同期比9.5％増）、

営業利益は67百万円（前年同期比56.4％増）となりました。 

  

  

（貸借対照表の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末の流動資産は16,528百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,094百万円減少いたし

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2,414百万円と、受取手形及び売掛金2,402

百万円の減少等であります。 

 固定資産は、17,844百万円となり、前連結会計年度末に比べ968百万円の増加となりました。主な要因といたしま 

しては、有形固定資産696百万円の増加と投資その他の資産334百万円の増加等であります。 

この結果、資産合計は34,372百万円（前連結会計年度末比4,125百万円減）となりました。 

 流動負債は、11,210百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,569百万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1,162百万円、未払法人税等2,065百万円、その他の流動負債1,527百万円の減少等で

あります。 

 固定負債は、2,975百万円となり、前連結会計年度末に比べ180百万円の減少となりました。主な要因といたしま 

しては、長期借入金の減少210百万円等であります。 

この結果、負債合計は14,185百万円（前連結会計年度末比4,750百万円減）となりました。 

 純資産合計は、20,186百万円となり、前連結会計年度末に比べ624百万円増加いたしました。主な要因といたし 

ましては、利益剰余金の増加497百万円と、評価・換算差額等合計の増加127百万円等であります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末50.8％から58.7％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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末 

に比べ2,364百万円減少の3,555百万円となりました。当第２四半期連結累計期間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。 

 営業活動の結果得られた資金は、245百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,367百万円、減 

価償却費801百万円、売上債権の減少が2,402百万円となったことと、仕入債務の減少1,162百万円、法人税等の支払

額が2,527百万円、営業活動によるキャッシュ・フローのその他で676百万円の減少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、2,182百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,043百万 

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、432百万円となりました。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210百万円、配当金の支払314百万円を実施したこと等によるものでありま

す。 

  

  

平成21年8月7日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

1)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。 

2)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。  

  

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

朝日工業株式会社（5456）　平成22年3月期 第2四半期決算短信

4



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,555,983 5,970,262

受取手形及び売掛金 4,674,137 7,076,457

商品及び製品 5,963,366 5,953,140

原材料及び貯蔵品 1,862,547 2,076,643

その他 477,719 554,228

貸倒引当金 △5,687 △8,547

流動資産合計 16,528,067 21,622,184

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,548,249 3,578,817

機械装置及び運搬具（純額） 8,182,327 7,399,964

土地 2,598,168 2,596,519

その他（純額） 1,405,335 1,462,304

有形固定資産合計 15,734,080 15,037,606

無形固定資産 325,338 387,658

投資その他の資産 1,784,605 1,450,546

固定資産合計 17,844,023 16,875,811

資産合計 34,372,091 38,497,995

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,932,464 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 502,049 2,568,022

賞与引当金 410,221 323,764

その他 3,375,299 4,902,931

流動負債合計 11,210,034 15,779,552

固定負債   

長期借入金 1,400,000 1,610,000

退職給付引当金 1,201,876 1,177,195

その他 373,661 369,065

固定負債合計 2,975,538 3,156,260

負債合計 14,185,573 18,935,813
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 16,294,770 15,797,693

自己株式 △293,311 △293,311

株主資本合計 19,993,459 19,496,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155,776 57,767

為替換算調整勘定 37,281 8,033

評価・換算差額等合計 193,058 65,800

純資産合計 20,186,518 19,562,182

負債純資産合計 34,372,091 38,497,995
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 33,222,261 19,591,682

売上原価 29,254,481 14,876,762

売上総利益 3,967,780 4,714,919

販売費及び一般管理費 3,625,521 3,315,551

営業利益 342,258 1,399,368

営業外収益   

受取利息 836 1,217

受取配当金 166,727 65,005

持分法による投資利益 － 19,497

その他 47,346 24,038

営業外収益合計 214,910 109,759

営業外費用   

支払利息 22,482 26,956

売上割引 80,171 46,757

持分法による投資損失 23,859 －

その他 22,946 9,218

営業外費用合計 149,459 82,932

経常利益 407,709 1,426,195

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,946 3,317

特別利益合計 1,946 3,317

特別損失   

固定資産処分損 37,372 59,587

投資有価証券評価損 112,162 －

ゴルフ会員権評価損 17,385 －

その他 － 2,041

特別損失合計 166,921 61,628

税金等調整前四半期純利益 242,735 1,367,884

法人税、住民税及び事業税 127,130 482,759

法人税等調整額 13,516 73,046

法人税等合計 140,646 555,806

四半期純利益 102,088 812,077
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 242,735 1,367,884

減価償却費 697,992 801,533

売上債権の増減額（△は増加） 357,921 2,402,620

仕入債務の増減額（△は減少） △6,526 △1,162,369

その他 571,184 △676,573

小計 1,863,308 2,733,094

利息及び配当金の受取額 92,811 66,223

利息の支払額 △25,509 △26,815

法人税等の支払額 △472,179 △2,527,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,458,430 245,280

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 △1,821,327 △2,043,704

無形固定資産の取得による支出 △55,587 △6,748

その他 39,717 △132,292

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,837,196 △2,182,745

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） 1,750,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △185,300 △210,000

社債の償還による支出 △200,000 －

配当金の支払額 △210,316 △314,660

その他 △61,252 △7,833

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,093,131 △432,493

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,528 5,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 718,894 △2,364,037

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 3,203,597 3,555,983
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

  前第２四半期連結累計期間 

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（3）②に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が「鉄鋼建設資材事業」で

12,090千円、「農業資材事業」で11,026千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

〔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 
 24,210,445  7,807,890  475,624  728,300  33,222,261  －  33,222,261

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  28,325  61,837  90,163 (90,163)  －

計  24,210,445  7,807,890  503,949  790,138  33,312,424 (90,163)  33,222,261

営業利益 

（又は営業損失） 
 451,911  395,831 (52,753)  42,962  837,951 (495,693)  342,258

  
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 
 12,490,028  5,856,627  432,354  812,672  19,591,682  －  19,591,682

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  33,390  52,637  86,028 (86,028)  －

計  12,490,028  5,856,627  465,744  865,310  19,677,710 (86,028)  19,591,682

営業利益 

（又は営業損失） 
 1,948,637  53,629 (84,375)  67,188  1,985,079 (585,711)  1,399,368
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累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。 

※当第２四半期連結累計期間の三井物産株式会社の販売実績は、平成21年６月より段階的に同社から同社

100％子会社の三井物産スチール株式会社との直接取引へ移行していることにより減少しております。な

お、当第２四半期連結累計期間の三井物産スチール株式会社への販売実績は、 千円（総販売実績

に対する割合2.5％）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  12,527,899  55.8

農業資材事業  4,567,149  94.0

その他事業  753,488  99.1

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  12,430,682  53.0  5,903,062  48.3

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  12,490,028  51.6

農業資材事業  5,856,627  75.0

環境サービス事業  432,354  90.9

その他事業  812,672  111.6

合計  19,591,682  59.0

相手先 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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  5,351,633  16.1  3,793,247  19.4

阪和興業株式会社  4,747,379  14.3  3,061,051  15.6

伊藤忠丸紅テクノスチール株式会社  4,210,883  12.7  2,504,289  12.8

三井物産株式会社 ※  3,389,923  10.2  1,033,315  5.3

497,710
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