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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第53期

第２四半期連結
累計期間

第53期
第２四半期連結
会計期間

第52期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 5,600,0172,895,55111,158,505

経常利益 (千円) 109,860 81,354 247,061

四半期純利益又は当期
純損失（△）

(千円) 37,262 38,175△ 174,065

純資産額 (千円) ― 5,164,3775,152,631

総資産額 (千円) ― 8,767,0558,512,634

１株当たり純資産額 (円) ― 771.44 768.04

１株当たり四半期純利
益又は当期純損失(△）

(円) 5.62 5.76 △ 26.23

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 58.3 59.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 362,740 ― 266,579

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 783 ― △ 18,389

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 128,179 ― △ 117,088

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 1,196,624962,847

従業員数 (名) ― 325 318

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

　せん。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 325

(注)　従業員数は就業人員であります。 

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 144

(注) 　従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における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。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

緑化関連薬剤・資材事業 74,947

産業用薬品事業 75,465

合計 150,413

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　金額は、製造原価によっております。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における土木緑化工事事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。
　

区分 受注高(千円) 受注残高(千円)

土木緑化工事事業 290,781 996,502

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における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。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

　緑化関連薬剤・資材事業 2,300,787

　産業用薬品事業 411,245

　土木緑化工事事業 99,933

　その他事業 83,584

合計 2,895,551

(注) １　外部顧客に対する売上高であります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。

２ 【経営上の重要な契約等】

  当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行なわれておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、原油・原材料価格の高騰が続くなか、欧米の金融危

機による世界経済への影響を受け、輸出や個人消費の減少などにより、景気の後退感が急速に強まりまし

た。 

　このような経済情勢のなか、当社グループを取り巻く事業環境は、ゴルフ場業界では業界全体の回復に

は至らず、また国内の製紙業界の生産調整、公共投資の減少などが続いており、依然として厳しい状況下

にありました。 

　このような環境のもと、当社グループは全事業にわたり主力商品や新製品の拡販、販路の開拓及び技術

サービスに徹した営業活動を推進し、事業の回復に努めました。この結果、当第２四半期連結会計期間の

連結売上高は２８億９千５百万円となりました。利益面につきましては、営業利益は資材等原価の上昇に

より７千４百万円となり、経常利益は８千１百万円となりました。また四半期純利益は３千８百万円とな

りました。 

　当第２四半期連結会計期間における事業別の概況については、以下のとおりであります。 

緑化関連薬剤・資材事業 

　主要需要先のゴルフ場業界は、来場者数の緩やかな回復傾向を示しておりますが、地域間格差もあり、

コースのプレー料金の低下傾向が続いているため、業界全体の回復には至っておらず、またゴルフ場の運

営コストの削減などの経営合理化が一段と強まり、依然として厳しい状況でありました。道路、鉄道等の

緑地分野においても、資材需要の回復傾向が見られるものの、企業間の競争は一段と激化しました。 

　このような状況下、当社は三栄商事株式会社を前期末に新たに子会社に加え、グループ事業体制の強化

を図りました。当事業部門は、主要除草剤「ウェイアップフロアブル」、「ダブルアップＤＧ」、抑草剤

「ショートキープ液剤」および殺菌剤、殺虫剤、芝用肥料などの主力商品の拡販に努めました。また、ゴル

フ場等の総合メンテナンス受託事業では、受託コースのメンテナンス管理の充実に努め、今期、更に１

コースの受託管理を請けました。この結果、当事業の売上高は２３億円、営業利益は１億９千５百万円と

なりました。 

産業用薬品事業 

　主要需要先の製紙業界は、国内需要が横這い状態のなか、重油、チップ、古紙などの原燃料価格の高騰・

高止まりの影響により厳しい事業環境が続いており、業界全体としては販売価格の改定や、コストの大幅

削減、生産調整などの経営合理化が一段と強化されてきました。 

　このような状況下、当事業部門は製紙向け新製品及び新規需要先の開拓に傾注し、現場に密着したテク

ニカルサービス営業に努めました結果、殺菌・防腐剤や異物除去剤が伸長しました。

　この結果、当事業の売上高は４億１千１百万円、営業利益は４百万円となりました。

土木緑化工事事業 

　主要受注先の公共事業は依然として工事の減少、低価格化の影響による低迷が続き、企業間競争が一段

と厳しさを増しました。また、ゴルフ場関連工事を含めた民間工事でも同様に受注が減少傾向にありまし

た。 

　このような状況下、当事業部門は全事業所にわたり防災施設公園工事、校庭緑化工事のほか、ゴルフ場関

連工事などの当社技術を生かせる受注活動に努めました。この結果、当事業の受注工事高は２億９千万円

となりました。売上高は９千９百万円、営業損失は２千５百万円となりました。 
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その他部門 

　その他の事業は、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８千３百万円、

営業損失は０百万円となりました。 

 

(2) 財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は８７億６千７百万円で、第１四半期連結会計期間末に比べ、１

千１百万円の増加となりました。

　これは、流動資産が６千７百万円の増加、固定資産が５千５百万円の減少によるものです。流動資産の増

加は未成工事支出金１億９千５百万円、受取手形及び売掛金１億９百万円等の増加、現金及び預金２億３

千６百万円、商品及び製品４千９百万円等の減少によるものです。

　固定資産の減少は投資有価証券３千２百万円等の減少によるものです。

　負債は３６億２百万円で、第１四半期連結会計期間末に比べ、１千１百万円の減少となりました。

　これは、流動負債５百万円、固定負債５百万円の減少によるものです。

　流動負債の減少は未成工事受入金１億３千９百万円、未払法人税４千３百万円等の増加に対し、短期借

入金２億円等の減少によるものです。

　純資産は５１億６千４百万円で第１四半期連結会計期間末に比べ、２千２百万円の増加となりました。

　これは、四半期純利益３千８百万円による利益剰余金の増加、少数株主持分７百万円、その他有価証券評

価差額金４百万円等の減少によるものです。

　この結果、自己資本比率は58.3％、１株当たり純資産額は771円44銭円となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により４百万円の減少、投資活

動により３百万円の増加、財務活動により２億３千５百万円の減少となり、現金及び現金同等物の第２四

半期連結会計期間末残高は１１億９千６百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、４百万円の減少となりました。これは税金等調整前第２四半期

純利益７千７百万円、売上債権の減少２千９百万円等の資金の増加に対し、たな卸資産の増加１億７千９

百万円、仕入債務の減少３千７百万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、３百万円の増加となりました。これは投資有価証券の売却によ

る収入１千２百万円に対し、有形固定資産の取得による支出９百万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、２億３千５百万円の減少となりました。短期借入による収入５

千万円に対し、短期借入金の返済２億５千万円等によるものです。　
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は６８百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,000,000

計 18,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,691,300 6,691,300
ジャスダック　　　　証

券取引所
株主としての権利内容に制限　
のない、標準となる株式

計 6,691,300 6,691,300― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。
　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年９月30日 ― 6,691,300 ― 1,102,428 ― 1,328,851
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する所有
株式数の割合(％)

クミアイ化学工業株式会社 東京都台東区池之端１丁目４―26 1,913 28.6

イハラケミカル工業株式会社 東京都台東区池之端１丁目４―26 466 7.0

イハラ建成工業株式会社 静岡県静岡市清水区長崎69―１ 450 6.7

ケイ・アイ化成株式会社 静岡県磐田市塩新田328 266 4.0

柴崎一好 茨城県つくば市 192 2.9

理研グリーン従業員持株会
東京都台東区上野２丁目12―20ＮＤ
Ｋロータスビル

148 2.2

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７―１ 133 2.0

共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋１丁目18―６ 121 1.8

長澤のり 神奈川県横浜市都筑区 117 1.7

イハラ紙器株式会社 静岡県静岡市清水区長崎310 69 1.0

計 3,877 58.0

（注）当社は自己株式69,255株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.0％）を保有しておりますが、上記の大

株主から除いております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式
等)

― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式
等)

(自己保有株式）　　
　普通株式　69,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

6,545
株主としての権利内容に
制限のない、標準となる
株式6,545,000

単元未満株式
普通株式

― 　同上
77,300

発行済株式総数 6,691,300― ―

総株主の議決権 ― 6,545 ―

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,000株（議決権２個）含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式255株、証券保管振替機構名義の株式200株が含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式） 東京都台東区上野２丁目
69,000― 69,0001.0

株式会社理研グリーン 12-20　NDKロータスビル

計 ― 69,000― 69,0001.0

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 239 231 239 270 280 300

最低(円) 202 212 217 225 240 215

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第２四半期連結会計期間（平成２０年７月１日から平成２０年９月３０日まで）及び当第２四

半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日まで）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号のただし書きにより、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。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、芙蓉監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,197,624 963,847

受取手形及び売掛金 2,624,957 3,037,537

商品及び製品 1,294,451 1,225,365

仕掛品 55,660 37,927

原材料及び貯蔵品 104,329 70,395

販売用不動産 10,745 10,745

未成工事支出金 482,358 98,701

その他 202,844 155,884

貸倒引当金 △37,108 △39,023

流動資産合計 5,935,863 5,561,381

固定資産

有形固定資産

土地 1,180,933 1,180,933

その他（純額） ※１
 404,164

※１
 422,806

有形固定資産合計 1,585,097 1,603,739

無形固定資産

のれん 154,458 161,985

その他 20,752 25,165

無形固定資産合計 175,211 187,151

投資その他の資産

投資有価証券 374,601 374,137

ゴルフ会員権 288,556 287,156

その他 593,317 681,711

貸倒引当金 △185,593 △182,643

投資その他の資産合計 1,070,883 1,160,362

固定資産合計 2,831,192 2,951,253

資産合計 8,767,055 8,512,634
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（単位：千円）

当第２四半期
連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,948,554 1,723,537

短期借入金 133,226 183,226

未払法人税等 84,565 221,947

賞与引当金 146,361 144,897

その他 545,954 308,416

流動負債合計 2,858,662 2,582,023

固定負債

長期借入金 135,720 177,333

退職給付引当金 405,899 400,630

役員退職慰労引当金 121,369 118,117

その他 81,027 81,897

固定負債合計 744,015 777,979

負債合計 3,602,677 3,360,002

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 2,630,984 2,626,897

自己株式 △18,064 △14,810

株主資本合計 5,044,199 5,043,366

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 64,334 52,556

評価・換算差額等合計 64,334 52,556

少数株主持分 55,843 56,708

純資産合計 5,164,377 5,152,631

負債純資産合計 8,767,055 8,512,634
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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）

当第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)

売上高 5,600,017

売上原価 4,153,603

売上総利益 1,446,414

販売費及び一般管理費 ※１
 1,350,782

営業利益 95,632

営業外収益

受取利息 1,471

受取配当金 3,434

受取賃貸料 11,130

負ののれん償却額 756

持分法による投資利益 86

雑収入 4,878

営業外収益合計 21,757

営業外費用

支払利息 5,018

雑損失 2,510

営業外費用合計 7,529

経常利益 109,860

特別利益

固定資産売却益 91

投資有価証券売却益 6,051

受取保険金 7,757

その他 1,500

特別利益合計 15,400

特別損失

固定資産売却損 889

固定資産処分損 1,460

投資有価証券評価損 8,650

その他 34

特別損失合計 11,034

税金等調整前四半期純利益 114,226

法人税、住民税及び事業税 ※２
 75,252

少数株主利益 1,711

四半期純利益 37,262
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 2,895,551

売上原価 2,123,878

売上総利益 771,672

販売費及び一般管理費 ※１
 697,598

営業利益 74,073

営業外収益

受取利息 909

受取配当金 70

受取賃貸料 5,783

負ののれん償却額 756

持分法による投資利益 2,567

雑収入 2,056

営業外収益合計 12,143

営業外費用

支払利息 2,151

貸倒引当金繰入額 2,255

雑損失 456

営業外費用合計 4,862

経常利益 81,354

特別利益

固定資産売却益 1

投資有価証券売却益 3,085

受取保険金 2,114

その他 500

特別利益合計 5,701

特別損失

固定資産売却損 101

固定資産処分損 1,161

投資有価証券評価損 8,650

その他 34

特別損失合計 9,947

税金等調整前四半期純利益 77,108

法人税、住民税及び事業税 ※２
 39,344

少数株主損失（△） △410

四半期純利益 38,175
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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）

当第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)

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 114,226

減価償却費 41,853

のれん償却額 6,770

引当金の増減額（△は減少） 9,519

受取利息及び受取配当金 △4,905

支払利息 5,018

持分法による投資損益（△は益） △86

投資有価証券売却損益（△は益） △6,016

投資有価証券評価損益（△は益） 8,650

売上債権の増減額（△は増加） 697,087

たな卸資産の増減額（△は増加） △504,410

仕入債務の増減額（△は減少） 224,496

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,063

その他 3,894

小計 578,034

利息及び配当金の受取額 4,905

利息の支払額 △5,018

法人税等の支払額 △215,180

営業活動によるキャッシュ・フロー 362,740

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 △19,606

有形固定資産の売却による収入 345

投資有価証券の取得による支出 △3,040

投資有価証券の売却による収入 17,441

子会社株式の取得による支出 △120

貸付金の回収による収入 487

その他 3,708

投資活動によるキャッシュ・フロー △783

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 250,000

短期借入金の返済による支出 △300,000

長期借入金の返済による支出 △41,613

配当金の支払額 △33,312

自己株式の取得による支出 △3,254

財務活動によるキャッシュ・フロー △128,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233,777

現金及び現金同等物の期首残高 962,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 1,196,624
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【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】

　
当第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)

会計処理の変更

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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)を適用しております。

　なお、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。

　

【簡便な会計処理】

　
当第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)

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】

　
当第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)

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。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,510,109千円
―

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,511,181千円
２　受取手形割引高  　　　　　　　　　10,213千円 
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間
当第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)

※1　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円 

　　　販売促進費 　　　　　　　　　　68,673 

　　　旅費交通費 　　　　　　　　　　71,057 

　　　運賃保管料 　　　　　　　　　　63,455 

　　　報酬・給料 　　　　　　　　　 492,180

　　　法定福利費 　　　　　　　　　 101,561 

　　　役員退職引当金繰入額 　　　　　11,593 

　　　退職給付費用 　　　　　　　　　37,651 

　　　賞与引当金繰入額 　　　　　　 107,984 

　　　不動産賃借料 　　　　　　　　　98,744 

※２　法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。 

 

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円 

　　　販売促進費 　　　　　　　　　　37,434 

　　　旅費交通費 　　　　　　　　　　38,185 

　　　運賃保管料 　　　　　　　　　　29,904 

　　　報酬・給料 　　　　　　　　　 234,750

　　　法定福利費 　　　　　　　　　　57,107 

　　　役員退職引当金繰入額 　　　　　 5,939 

　　　退職給付費用 　　　　　　　　　27,273 

　　　賞与引当金繰入額 　　　　　　　61,835 

　　　不動産賃借料 　　　　　　　　　49,265 

※２　法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第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)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,197,624千円

預入期間３か月超の定期預金
      △1,000千円

　

現金及び現金同等物 1,196,624千円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(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20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 6,691,300

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 69,255

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 33,174 5.00平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動

が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないため該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
緑化関連薬
剤・資材事
業
(千円)

産業用薬品
事業
(千円)

土木緑化
工事事業
(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

2,300,787411,24599,93383,5842,895,551― 2,895,551

　(2)セグメント間の内部
　　 売上高又は振替高

2,829 ― ― ― 2,829(2,829) ―

計 2,303,616411,24599,93383,5842,898,380(2,829)2,895,551

営業利益又は営業損失(△) 195,1294,887△ 25,378△ 770 176,026(99,794)74,073

(注)　１　当社の事業区分の方法は、製品の種類及び販売市場等の類似性を勘案して区分する方針を採用しております。 

２　各事業区分の主要製品等 

事業区分 主要製品

緑化関連薬剤・資材

除草剤

ウェイアップフロアブル、ダブルアップDG、ウェーブル顆粒水和
剤、オフⅡフロアブル、ハプーンフロアブル、MCPP液剤、ラウンド
アップマックスロード、フルハウスフロアブル、ボレロン90乳剤、
スコリテック液剤 他

殺菌剤

ペンコシャイン水和剤、エメラルドDG、クリーングラス水和剤、ダ
コグリーン水和剤、バシパッチ水和剤、シャルマット水和剤、トッ
プティ水和剤、プレビクールN液剤、セレンターフ顆粒水和剤、グラ
ンサー水和剤、ボディーブロー水和剤、タフシーバフロアブル 他

殺虫剤
タフバリアフロアブル、ショットイン乳剤、ダイアジノンSLゾル、
スミチオン乳剤、メガトップ液剤、エンバーMC 他

肥料
プロスペック、マックスチョイス、グリーンパワー、ニトリカル
チャー、ニューグロー 他

抑草剤他
ショートキープ液剤、ビオロックフロアブル、カラーランド、
ニューエクセローンB、スプレイザー、ベント芝、芝種子、スカイ
ショットエース、インパクタムCシリーズ 他

その他 ゴルフ場請負総合メンテナンス、請負散布

産業用薬品

製紙用薬剤

スライムコントロール剤(ブイミックス 他)防腐剤(バイオタッ
ク、バイオダン 他)家庭紙用剥離・コーティング剤(レゾソール 
他)耐油剤(インプレス)、異物除去剤(ゼニックス・プレステージ
・HAP、RGS 他)紙力剤(カイメン 他)その他製紙用薬剤

工業用殺菌・防腐
剤

塗料、接着剤、金属加工油等化学品用剤(バイオホープ、バイオエー
ス 他)、木材用剤(カビカット)

土木緑化工事
公園、グランド、高速道路施設の環境緑化、住宅団地等の緑化・造
園、ゴルフ場関連工事

その他 食品添加物、保険代理業、リース業
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当第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)

緑化関連薬
剤・資材事
業
(千円)

産業用薬品
事業
(千円)

土木緑化
工事事業
(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

4,452,053838,786145,077164,1005,600,017 ― 5,600,017

　(2)セグメント間の内部
　　 売上高又は振替高

5,169 ― ― ― 5,169(5,169) ―

計 4,457,222838,786145,077164,1005,605,187(5,169)5,600,017

営業利益又は営業損失
(△)

297,42131,943△ 59,4003,214273,179(177,546)95,632

(注)　１　当社の事業区分の方法は、製品の種類及び販売市場等の類似性を勘案して区分する方針を採用しております。 

２　各事業区分の主要製品等 

事業区分 主要製品

緑化関連薬剤・資材

除草剤

ウェイアップフロアブル、ダブルアップDG、ウェーブル顆粒水和
剤、オフⅡフロアブル、ハプーンフロアブル、MCPP液剤、ラウンド
アップマックスロード、フルハウスフロアブル、ボレロン90乳剤、
スコリテック液剤 他

殺菌剤

ペンコシャイン水和剤、エメラルドDG、クリーングラス水和剤、ダ
コグリーン水和剤、バシパッチ水和剤、シャルマット水和剤、トッ
プティ水和剤、プレビクールN液剤、セレンターフ顆粒水和剤、グラ
ンサー水和剤、ボディーブロー水和剤、タフシーバフロアブル 他

殺虫剤
タフバリアフロアブル、ショットイン乳剤、ダイアジノンSLゾル、
スミチオン乳剤、メガトップ液剤、エンバーMC 他

肥料
プロスペック、マックスチョイス、グリーンパワー、ニトリカル
チャー、ニューグロー 他

抑草剤他
ショートキープ液剤、ビオロックフロアブル、カラーランド、
ニューエクセローンB、スプレイザー、ベント芝、芝種子、スカイ
ショットエース、インパクタムCシリーズ 他

その他 ゴルフ場請負総合メンテナンス、請負散布

産業用薬品

製紙用薬剤

スライムコントロール剤(ブイミックス 他)防腐剤(バイオタッ
ク、バイオダン 他)家庭紙用剥離・コーティング剤(レゾソール 
他)耐油剤(インプレス)、異物除去剤(ゼニックス・プレステージ
・HAP、RGS 他)紙力剤(カイメン 他)その他製紙用薬剤

工業用殺菌・防腐
剤

塗料、接着剤、金属加工油等化学品用剤(バイオホープ、バイオエー
ス 他)、木材用剤(カビカット)

土木緑化工事
公園、グランド、高速道路施設の環境緑化、住宅団地等の緑化・造
園、ゴルフ場関連工事

その他 食品添加物、保険代理業、リース業

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社あるいは重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

当第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)

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社あるいは重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20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。

　

当第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)

     海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

     該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

771.44円 768.04円

　

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第2四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額 5,164,377千円 5,152,631千円

普通株式に係る純資産額 5,108,534千円 5,095,923千円

差額の主な内訳

　少数株主持分 55,843千円 56,708千円

普通株式の発行済株式数 6,691,300株 6,691,300株

普通株式の自己株式数 69,255株 56,330株

１株当たり純資産額の算定に用いられた          
普通株式の数

6,622,045株 6,634,970株
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２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
当第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)

１株当たり四半期純利益 5.62円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 37,262千円

普通株式に係る四半期純利益 37,262千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 6,630,707株

　

第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 5.76円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 38,175千円

普通株式に係る四半期純利益 38,175千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 6,626,621株

　

(重要な後発事象)

     該当事項はありません。

　

　

２【その他】

     該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月12日

株式会社理研グリーン

取締役会　御中

　

芙蓉監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　伊　藤　隆　之　　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　大　塚　高　徳　　　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社理研グリーンの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社理研グリーン及び連結子会社の平成

20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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