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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、米国の金融危機を発端とした世界的な景気悪化と円

高の進行に伴う輸出の急減により企業収益が大幅に悪化しました。その結果、設備投資の抑制や生産調

整、株価の下落、個人消費の低迷が進行し、景気は急速に後退しました。 

 国内農業を取り巻く環境は、昨年の世界的な穀物需給の逼迫に伴う価格高騰や食品の安全性確保から、

食糧自給率の向上や減反政策の見直しなどの議論が高まっているものの、農家の高齢化や耕作放棄地の増

大等、依然として厳しい状況にあります。 

 農薬以外のファインケミカル業界におきましては、世界経済の悪化や円高による輸出の急減により業界

全体が在庫調整に動いた結果、販売は非常に厳しい状況となりました。 

  

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、農薬事業、ファインケミカル事業ともに積極的

な販売に努めましたが、全体の売上高は２０７億５千５百万円（前年同期比１８．６％減）となりまし

た。 

 利益面では、営業利益は売上高の減少並びに新剤開発による委託試験研究費の増加により１億４千３百

万円（前年同期比７９．７％減）、経常損失は３千９百万円（前年同期は経常利益４億８千８百万円）と

なりました。四半期純損失は会計基準の変更にともない棚卸資産の評価減を特別損失に計上したことなど

から３億７千１百万円（前年同期は四半期純利益２億８千４百万円）となりました。 

  

 各事業における概況は以下のとおりです。 

  

【農薬事業】 

 農薬事業の主力である国内販売は、プルートMC、パンチャー１キロ粒剤・フロアブルなどの拡販に努め

ましたが、価格改定前の駆け込み需要の反動による売上の落ち込みを回復することができず、売上高は前

年同期に比べ減少しました。 

 この結果、当事業部門の売上高は１５８億４千５百万円（前年同期比１０．７％減）となりました。 

【ファインケミカル事業】 

 農薬以外のファインケミカル製品の販売は、医農薬中間体は伸長しましたが、電子材料原料、樹脂添加

剤などが販売不振に伴う在庫調整の影響を受け大きく減少しました。 

 この結果、当部門の売上高は４８億５千３百万円（前年同期比３６．７％減）となりました。 

【その他】 

 石油製品等その他の売上高は、石油製品価格の値下りにより５千７百万円（前年同期比３４．４％減）

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
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当第２四半期連結会計期間末の資産の残高は482億８百万円となり、前連結会計年度末比30億８千７百

万円の増加となりました。これは農薬の需要期となる上半期の季節的変動による受取手形及び売掛金並び

にたな卸資産等の増加が主な要因です。 

負債の残高は335億２千３百万円となり、前連結会計年度末比33億８千４百万円の増加となりました。

これは上記売上債権等の季節的変動に伴う短期借入金の増加および当社の新工場建設に伴う長期借入金の

増加が主な要因です。 

純資産の残高は146億８千５百万円となり、前連結会計年度末比２億９千７百万円の減少となりまし

た。これは主に四半期純損失を計上したことによるものです。 

  

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、55億７千４百万円の支出超過と

なりました。これは、主に未払費用の減少、農薬の需要期となる上半期の季節的変動によるたな卸資産

の増加および売上債権の増加によるものです。 

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、18億１千６百万円の支出超過と

なりました。これは、主に有形固定資産の取得および定期預金の預入によるものです。 

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、69億２千８百万円の収入超過と

なりました。これは、主に長期借入金の増加および短期借入金の増加によるものです。 

現金及び現金同等物の四半期末残高は期首残高より４億３千２百万円減少し、11億９千７百万円とな

りました。 

  

第２四半期につきましては前回予想を上回る利益の改善がありましたが、通期業績予想につきまして

は、原材料価格が上昇傾向にあること、在庫調整のため減産を進めていることおよび研究開発支出の増大

が見込まれることから、前回発表（平成21年4月13日）を据え置きます。今後の動向を踏まえ、修正が必

要と判断された場合は速やかに公表させていただきます。 

  

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

(2)キャッシュ・フローの状況

（営業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）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（現金及び現金同等物の期末残高）

３．連結業績予想に関する定性的情報
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