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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 4,043 2.8 661 △3.2 669 10.9 379 14.8
21年12月期第1四半期 3,934 ― 682 ― 603 ― 330 ―

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12月期第1四半期 60.00 ―

21年12月期第1四半期 51.27 ―

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12月期第1四半期 18,887 11,959 53.7 1,673.95
21年12月期 18,027 12,430 58.5 1,620.30

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  10,138百万円 21年12月期  10,542百万円

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12月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

7,490 6.3 870 △1.3 890 14.7 550 20.3 85.06

通期 13,440 7.0 930 △13.9 960 △6.0 580 △2.3 89.70
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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  無  
（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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、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。 

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12月期第1四半期 6,702,431株 21年12月期  6,702,431株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  645,908株 21年12月期  195,908株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 6,321,523株 21年12月期第1四半期 6,446,698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我が国経済は、一昨年来の世界的な金融危機による景気低迷が続く

中、政府による景気対策効果により一部の業種で底打ち兆候がみられたものの、デフレの進行等により本

格的な景気回復への道筋が見えない厳しい状況で推移いたしました。 

国内農薬業界におきましては、引き続き農作物の価格低迷、農家の減収により、予約注文から当用期購

入にシフトしており、依然として農家の買い控え傾向は変わらず、荷離れが鈍い状況ですが、反面、消費

者の国産農作物への関心は依然高く「安全・安心」が求められております。 

このような状況のもと、当社グループは、「安全・安心」な農作物生産に欠くことのできない安全性が

高く、環境負荷の少ない農薬の開発・普及に努めてまいりました。 

また当社グループは引き続き、果樹、野菜、花卉など園芸農家を中心に技術普及を重視した農家直結の

営業方針を堅持し、農家、会員店・販売店と当社グループを密に連携する「トライアングル作戦」を展開

し、強力に需要の開拓と販売促進に努めてまいりました。 

この結果、第１四半期連結累計期間における売上高は40億４千３百万円（前年同期比１億９百万円の増

加、前年同期比2.8％増）、営業利益は６億６千１百万円（前年同期比２千１百万円の減少、前年同期比

3.2％減）、経常利益は６億６千９百万円（前年同期比６千５百万円の増加、前年同期比10.9％増）、四半

期純利益は３億７千９百万円（前年同期比４千８百万円の増加、前年同期比14.8％増）となりました。 

なお、当社グループの売上高は事業の性質上、業績に季節的変動があり、第１四半期及び第２四半期連

結会計期間の売上高が他の四半期連結会計期間と比較して多くなる傾向があります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は188億８千７百万円（前連結会計年度比８億６千万円の増

加、前連結会計年度比4.8％増）となりました。これは売上増加による売上債権が16億４千１百万円増加す

る一方、有形無形固定資産が主に減価償却の実施により４億５千万円減少したことによるものであります。 

 

（負債及び純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は69億２千８百万円（前連結会計年度比13億３千１百万円の

増加、前連結会計年度比23.8％増）主に支払手形及び買掛金の増加９億７百万円によるものであり、純資

産は119億５千９百万円となりました。その結果、自己資本比率は53.7％、１株当たり純資産額は1,673円

95銭となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、37億２百万円（前連結会計期間末比１億

３千５百万円の減少、前連結会計期間末比3.5％減）となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億８千９百万円の減少（前年同期は４億１千６百万円の減

少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益（６億６千１百万円）、減価償却費の計上

（２億６千４百万円）、仕入債務の増加（９億３千４百万円）による収入及び、売上債権の増加（16億９

千６百万円）、その他流動負債の減少（２億２千３百万円）、法人税等の支払（１億７百万円）による支

出によるものであります。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億１千万円の増加（前年同期は１億７千１百万円の減少）と

なりました。これは主に、定期預金払戻による収入（５億６千９百万円）及び、定期預金預入による支出

（２億２千３百万円）、有形固定資産取得による支出（２千８百万円）によるものであります。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、２億円の減少（前年同期は２億２千６百万円の減少）となりま

した。これは主に、短期借入金の借入（４億円）による収入及び、自己株式の取得（３億６千４百万円）、

配当金の支払（２億３千５百万円）による支出によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成22年２月12日付けの「平成21年12月期決算短信」にて公表いたし

ました通期連結業績予想から変更はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3) 四半期財務諸表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：千円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,450,857 4,919,607

受取手形及び売掛金 5,305,367 3,663,715

商品及び製品 1,028,683 1,083,574

仕掛品 266,220 282,032

原材料及び貯蔵品 1,225,995 1,084,464

繰延税金資産 120,830 49,562

その他 126,357 129,730

流動資産合計 12,524,312 11,212,688

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,700,946 1,722,275

機械装置及び運搬具（純額） 196,737 200,317

土地 548,262 548,262

その他（純額） 124,810 134,611

有形固定資産合計 2,570,756 2,605,467

無形固定資産   

のれん 3,139,305 3,539,823

その他 9,549 9,686

無形固定資産合計 3,148,854 3,549,509

投資その他の資産   

投資有価証券 126,229 119,676

繰延税金資産 312,084 324,244

その他 232,403 234,397

貸倒引当金 △26,800 △18,800

投資その他の資産合計 643,917 659,518

固定資産合計 6,363,528 6,814,495

資産合計 18,887,841 18,027,184

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,062,422 1,154,750

短期借入金 400,000 －

未払法人税等 308,602 122,884

その他 792,851 947,655

流動負債合計 3,563,875 2,225,291

固定負債   

長期借入金 1,526,000 1,526,000

退職給付引当金 419,274 427,348

役員退職慰労引当金 413,420 407,321
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(単位：千円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年３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12月31日) 

土壌処理損失引当金 36,100 36,100

負ののれん 103,808 109,684

その他 865,738 864,624

固定負債合計 3,364,341 3,371,078

負債合計 6,928,217 5,596,369

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,809,177 1,809,177

資本剰余金 1,805,164 1,805,164

利益剰余金 7,189,558 7,070,526

自己株式 △511,060 △147,010

株主資本合計 10,292,840 10,537,857

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,438 27,569

繰延ヘッジ損益 △26,501 △26,478

為替換算調整勘定 △159,489 3,548

評価・換算差額等合計 △154,553 4,638

少数株主持分 1,821,337 1,888,317

純資産合計 11,959,624 12,430,814

負債純資産合計 18,887,841 18,027,184
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,934,056 4,043,363

売上原価 2,299,298 2,395,394

売上総利益 1,634,757 1,647,968

販売費及び一般管理費 952,160 986,884

営業利益 682,596 661,084

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,818 1,157

受取地代家賃 945 777

為替差益 － 6,862

負ののれん償却額 5,875 5,875

開発負担金収入 5,422 －

その他 5,108 2,600

営業外収益合計 22,170 17,273

営業外費用   

支払利息 13,139 7,279

支払保証料 3,794 －

為替差損 82,816 －

その他 1,358 1,459

営業外費用合計 101,109 8,739

経常利益 603,657 669,618

特別利益   

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 5,200 －

特別利益合計 5,200 1

特別損失   

固定資産除却損 111 523

投資有価証券評価損 40,970 －

貸倒引当金繰入額 － 8,000

特別損失合計 41,081 8,523

税金等調整前四半期純利益 567,776 661,095

法人税、住民税及び事業税 282,290 301,823

法人税等調整額 △66,212 △61,732

法人税等合計 216,077 240,090

少数株主利益 21,199 41,712

四半期純利益 330,499 379,293
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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利益 567,776 661,095

減価償却費 241,342 264,265

負ののれん償却額 △5,875 △5,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,200 8,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,637 △8,073

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,278 6,099

受取利息及び受取配当金 △4,818 △1,157

支払利息 13,139 7,279

為替差損益（△は益） △14,336 1,757

有形固定資産除却損 111 523

投資有価証券評価損益（△は益） 40,970 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,380,262 △1,696,072

たな卸資産の増減額（△は増加） △245,493 △75,484

その他の流動資産の増減額（△は増加） 155,679 4,975

仕入債務の増減額（△は減少） 627,507 934,480

その他の流動負債の増減額（△は減少） △330,994 △223,632

その他 △734 44,348

小計 △336,273 △77,469

利息及び配当金の受取額 8,130 2,096

利息の支払額 △14,180 △7,086

法人税等の支払額 △73,694 △107,505

営業活動によるキャッシュ・フロー △416,018 △189,965

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 △75,671 △28,799

有形固定資産の売却による収入 － 13

貸付金の回収による収入 2,103 2,600

定期預金の預入による支出 △969,877 △233,218

定期預金の払戻による収入 872,082 569,733

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,363 310,329

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 － 400,000

長期借入れによる収入 62,000 －

長期借入金の返済による支出 △174,188 －

自己株式の取得による支出 △7 △364,050

配当金の支払額 △114,379 △235,997

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,574 △200,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,419 △55,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △793,537 △135,413

現金及び現金同等物の期首残高 3,052,906 3,838,052
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,259,369 3,702,639
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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