
平成22年9月期 第1四半期決算短信 

平成22年2月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本農薬株式会社 上場取引所 東 

コード番号 4997 URL http://www.nichino.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 神山 洋一

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部総務部長 （氏名） 伴 美博 TEL 03-3274-3374
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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9月期第1四半期 7,581 0.8 △84 ― △207 ― △266 ―

21年9月期第1四半期 7,520 ― △39 ― △54 ― △181 ―

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9月期第1四半期 △3.98 ―

21年9月期第1四半期 △2.70 ―

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9月期第1四半期 48,879 30,480 62.1 453.13
21年9月期 47,135 31,041 65.6 461.22

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  30,366百万円 21年9月期  30,911百万円

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

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9月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

4.50 ― 4.50 9.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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

23,000 0.8 2,200 △35.9 2,100 △36.3 1,400 △19.3 20.89

通期 39,500 3.6 2,900 △14.7 2,800 △12.7 1,600 △3.5 23.88
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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 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9月期第1四半期 70,026,782株 21年9月期  70,026,782株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  3,012,160株 21年9月期  3,005,138株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 67,017,776株 21年9月期第1四半期 67,405,540株
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【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 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア向け輸出の増加など一部に景

気回復の兆しはみられるものの、企業収益の低迷による設備投資の抑制や失業率が高水準

で推移するなど依然厳しい状況が続いております。 

 

 当社グループの第１四半期業績は、中核事業である化学品事業における農薬販売が不需

要期にあたる季節的要因から、他の四半期業績に比べ相対的に売上高、利益とも低い水準

に止まる傾向があります。 

 

 セグメント別では、化学品事業は国内農薬販売が平成 20 年 12 月に実施された価格改定

による前倒し需要の反動と流通在庫圧縮の影響から荷動きが鈍化し、前年同期を下回る実

績となりました。海外農薬販売では欧州地域が順調に推移し、為替は円高基調にあったも

のの、前年同期を上回る実績となりました。また、工事事業及びサービス事業はそれぞれ

前年同期を上回る実績となりました。 

 

 このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、

75 億 81 百万円（前年同期比 61 百万円増、同 0.8％増）となりました。利益面では品目構

成の変動によって原価率が上昇し、経費削減等のコスト圧縮に努めましたが、営業利益は

△84 百万円（同 45 百万円減）、経常利益は△２億７百万円（同１億 52 百万円減）となり、

四半期純利益は△２億 66 百万円（同 84 百万円減）となりました。 

 

２．連結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１四半期連結会計期間末の資産及び負債並びに純資産につきまして、前連結会計年

度末に比べ資産は 17 億 44 百万円増加し、488 億 79 百万円、負債は 23 億５百万円増加し、

183 億 98 百万円、純資産は５億 60 百万円減少し、304 億 80 百万円となりました。 

 

（２） 当連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当第１四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。）は前

連結会計年度末に比べ３億 59 百万円増加し、当連結会計期間末は 32 億 72 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、10 億 72 百万円となりました。これは、仕入債務の増加

額 22 億 50 百万円、売上債権の減少額７億７百万円等の資金の増加を、税金等調整前四半

期純損失４億 54 百万円、たな卸資産の増加額 26 億 34 百万円、法人税等の支払額６億 30

百万円等の資金の減少が上回ったことが要因であります。 

 

（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増加は、２億 41 百万円となりました。これは定期預金の払戻しに

よる収入３億 80 百万円等の資金の増加が、有形固定資産の取得による支出 96 百万円等の

資金の減少を上回ったことが主な要因であります。 
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（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、11 億 71 百万円となりました。これは長期借入れによる

収入 10 億円、配当金の支払額３億１百万円が主な要因であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成 21 年９月期決算発表時（平成 21 年 11 月 18 日）に公表

した第２四半期連結累計期間及び通期とも、本資料発表時においては変更ありません。 

 

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） 

 該当事項はございません。 

 

（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１四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 
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 

該当事項はございません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,611 4,609

受取手形及び売掛金 10,726 11,421

商品及び製品 8,686 6,676

仕掛品 387 271

原材料及び貯蔵品 2,421 1,900

その他 2,299 2,070

貸倒引当金 △4 △2

流動資産合計 29,128 26,947

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,144 5,214

機械装置及び運搬具（純額） 2,107 2,233

土地 5,463 5,463

その他（純額） 638 583

有形固定資産合計 13,354 13,496

無形固定資産 997 1,018

投資その他の資産   

投資有価証券 3,011 3,294

その他 2,408 2,399

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 5,398 5,673

固定資産合計 19,751 20,187

資産合計 48,879 47,135

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,494 4,230

短期借入金 1,721 1,030

未払法人税等 35 657

賞与引当金 271 588

その他 3,206 3,563

流動負債合計 11,728 10,070

固定負債   

長期借入金 2,300 1,500

退職給付引当金 2,484 2,624

その他 1,885 1,898

固定負債合計 6,669 6,022

負債合計 18,398 16,093
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 7,429 7,998

自己株式 △1,586 △1,582

株主資本合計 30,019 30,591

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 454 486

為替換算調整勘定 △107 △166

評価・換算差額等合計 347 320

少数株主持分 114 129

純資産合計 30,480 31,041

負債純資産合計 48,879 47,135
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,520 7,581

売上原価 4,534 4,858

売上総利益 2,986 2,722

販売費及び一般管理費 3,025 2,807

営業損失（△） △39 △84

営業外収益   

受取利息 2 0

受取配当金 21 13

不動産賃貸料 12 13

その他 11 18

営業外収益合計 47 46

営業外費用   

支払利息 21 18

たな卸資産廃棄損 22 71

持分法による投資損失 1 5

その他 16 73

営業外費用合計 62 169

経常損失（△） △54 △207

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 19 －

特別利益合計 20 －

特別損失   

固定資産処分損 1 12

投資有価証券評価損 223 234

特別損失合計 225 247

税金等調整前四半期純損失（△） △259 △454

法人税等 △79 △190

少数株主利益 2 2

四半期純損失（△） △181 △266
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31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損失（△） △259 △454

減価償却費 279 299

投資有価証券評価損益（△は益） 223 234

退職給付引当金の増減額（△は減少） △93 △140

賞与引当金の増減額（△は減少） △304 △317

受取利息及び受取配当金 △23 △14

支払利息 21 18

売上債権の増減額（△は増加） 672 707

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,382 △2,634

仕入債務の増減額（△は減少） 3,165 2,250

その他 △139 △398

小計 1,160 △449

利息及び配当金の受取額 25 14

利息の支払額 △7 △7

法人税等の支払額 △485 △630

営業活動によるキャッシュ・フロー 692 △1,072

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 △505 △96

無形固定資産の取得による支出 △119 △23

投資有価証券の取得による支出 △172 －

定期預金の払戻による収入 － 380

その他 69 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △728 241

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） 421 506

長期借入れによる収入 － 1,000

長期借入金の返済による支出 △173 △25

リース債務の返済による支出 － △4

自己株式の取得による支出 △620 △3

配当金の支払額 △374 △301

財務活動によるキャッシュ・フロー △747 1,171

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △828 359

現金及び現金同等物の期首残高 3,943 2,913

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,115 3,272
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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10月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
(注) １ 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、不動産の賃貸、物流サービス、農薬残留分析ほか 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 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、不動産の賃貸、物流サービス、農薬残留分析ほか 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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

【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

7,180 95 244 7,520 ― 7,520

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

0 0 189 190 (190) ―

計 7,180 95 434 7,710 (190) 7,520

営業利益又は営業損失(△) 382 △23 79 438 (477) △39

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

7,187 110 283 7,581 ― 7,581

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

0 2 178 181 (181) ―

計 7,188 112 461 7,762 (181) 7,581

営業利益又は営業損失(△) 55 △23 90 123 (208) △84

【所在地別セグメント情報】
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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あります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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・メキシコ 

(3) 欧州…………………ベルギー・ドイツ 

(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あります。 

  

該当事項はありません。 

  

【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) 2,131 271 449 26 2,879

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 7,520

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

28.3 3.6 6.0 0.4 38.3

アジア 米州 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,059 175 1,238 127 3,600

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 7,581

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

27.2 2.3 16.3 1.7 47.5

(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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