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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 10,294 △4.5 △35 － △14 －

17年９月中間期 10,779 6.6 202 8.6 212 9.3

18年３月期 22,189 4.0 584 △7.2 610 △9.1

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭 円　銭

18年９月中間期 △35 － △1.65 －

17年９月中間期 107 31.2 5.11 －

18年３月期 332 15.0 15.78 15.78

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 21,331,733株 17年９月中間期 21,047,403株 18年３月期 21,090,940株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態  

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

18年９月中間期 20,729 10,901 52.6 510.95

17年９月中間期 21,358 10,792 50.5 512.87

18年３月期 22,733 11,055 48.6 518.92

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 21,336,266株 17年９月中間期 21,043,037株 18年３月期 21,304,961株

(3）連結キャッシュ・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
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 420 △757 △909 762

17年９月中間期 980 △207 △154 2,194

18年３月期 1,115 △484 △197 2,009

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 １社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 22,200 395 220

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　10円31銭

※　上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異

なる結果となる可能性があります。業績予想に関連する事項については、添付資料の４ページをご参照ください。



企業集団の状況
　当社グループが営んでいる主な事業内容と事業を構成する片倉チッカリン株式会社（以下「当社」という。）および

関係会社（子会社２社、関連会社２社及びその他の関係会社１社）の当該事業に係る位置付けは、次のとおりでありま

す。

〔肥料事業〕　当社および大日本産肥株式会社（連結子会社）が製造・販売を行っております。

そのほか、当社が丸紅株式会社（その他の関係会社）から原材料の一部を購入し、同社に製品の一部

を販売しております。

〔飼料事業〕　当社が製造・販売を行っております。なお、魚粕・魚粉の製造を株式会社カタクラフーズ（非連結子

会社）に委託しております。

〔ＬＰＧ及び機器事業〕　当社が販売を行っております。なお、自動車用ＬＰＧ容器の製造を株式会社関東片倉製作

所（関連会社）に委託しております。

〔物資その他事業〕　当社が製造・販売および不動産の賃貸を行っております。なお、総合リース業を株式会社トラ

イムコーポレーション（関連会社）が行っております。

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 
ユ ー ザ ー 

片倉チッカリン㈱ 
（製造・販売） 

※４ 丸紅㈱ ※１ 大日本産肥㈱ 
（製造・販売） 

※２ ㈱カタクラフーズ 
（製 造） 

※３ ㈱関東片倉製作所 
（製 造） 

※３ 
㈱トライムコーポレーション 

（その他事業） 

（注）※１．連結子会社 

   ※２．非連結子会社 

   ※３．関連会社 

   ※４．その他の関係会社 

          原材料     製品 

［肥料事業］ 

［飼料事業］ 

［ＬＰＧ及び機器事業］ 

［物資その他事業］ 
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経営方針
１．経営の基本方針

　当社は、「事業を通じて社会に奉仕する」という理念のもと、地域への貢献と環境との共生の実現を目指してまい

ります。

　また、法令遵守を第一義に考え、創造的チャレンジ精神をもって公明正大に企業活動に取組み、株主をはじめ関係

取引先、従業員の信頼と期待に応えることが当社の使命と考えております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策のひとつと位置付けており、収益力の強化に努め、安定した配当

を継続することを基本方針としております。

　内部留保資金につきましては、主力製品の安定供給体制確立および新製品の開発と高付加価値化のために有効投資

し、経営基盤のより一層の強化に努める所存であります。

３．会社が対処すべき課題

肥料業界は、担い手認定制度に代表される新たな農業政策による変革に期するところは大きいものの、海外からの

農産物輸入圧力の増大、農業生産資材費低減運動や環境保全型農業の推進など、当面は肥料需要の拡大は困難な状況

が続くものと予測されます。その一方、消費者の差別化農産物志向の高まりに加え、生産者は時代の流れでもある環

境負荷軽減等に適した生産資材を求めており、今後これらのニーズに適合する高機能肥料の需要拡大が期待されます。

  このような状況下、当社グループは、本年４月よりスタートした新中期３ヵ年計画「Shine(シャイン)2008」の方

針に則り、肥料事業分野では引き続き「安全・安心・良食味」に加え、省力や環境負荷軽減など時代の要請に応える

有機関連製品ならびに高機能肥料等の重点品目の拡販を図ると同時に、全国各地の生産拠点を最大限に活かし、多様

なユーザーニーズに応えることで一層の地域密着型営業を徹底してまいります。

  非肥料事業分野では、ＬＰＧ及び関連機器事業に加え、天然素材由来の化粧品原料およびその新製品の拡販、それ

らの健康食品への応用と用途開発等、新素材事業による収益基盤の多様化に努めてまいります。

  また、製造部門において生産システムの総合的効率化による製造コストの低減を図るＴＰＭ（トータル・プロダク

ティブ・メンテナンス）運動に取組むとともに、その他間接部門においても一層の業務の効率化による経費削減に意

を用いております。加えて、財務面において、当社は平成18年４月17日付で総額40億円のシンジケーション方式によ

るコミットメントライン契約を締結し、資金調達の機動性、安定性の確保および金融費用の圧縮を図るなど、全社一

丸となって収益の拡大に努めてまいります。

  さらに、内部統制システム強化の一環として、監督機能と業務執行の分離を図る執行役員制度を本年４月に導入い

たしました。今後、更なる経営の効率化と競争力の向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ってまい

る所存です。

４．親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権
所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場
されている証券取引所等

丸紅株式会社
上場企業が他の会社の関連会社である場合に

おける当該他の会社

25.5

(0.3)
東京、大阪、名古屋

　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

②　親会社等との関係および取引に関する事項

　当社は丸紅株式会社の「化学品」セグメントに属しており、経営の独立性を保ちながら、グループとしての成長

を目指しております。

　なお、本中間決算発表日（平成18年11月17日）時点において、同社の取締役の当社取締役兼任、同社従業員の当

社出向受入はありません。また同社との直接的な取引は少なく、金銭等の貸借、保証・被保証、製品にかかわるラ

イセンス、製造設備等の賃貸借などの関係もありません。
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経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）当中間期の概況

　当上半期におけるわが国経済は、企業収益の順調な拡大を背景に民間設備投資が増加、好調な輸出、そして個人

消費の緩やかな回復により景気は堅調に推移しました。

当社グループの主力事業分野である肥料業界は、原油市況の上昇等を背景にした原材料費他の高騰を受けて、平成

18肥料年度は３年連続で製品価格の値上げが実施されました。一方で、国内の肥料需要は、農家の高齢化や輸入食

料の増加に起因する作付面積の減少、農業経営基盤改善を目的とした生産資材費低減策、環境保全の観点からの減

肥政策等により、減少傾向が続いております。

　このような事業環境の下、肥料事業分野では市場が求める「安全・安心・良食味」を志向した農産物の生産資材

として、新製品の高有機含有整粒肥料の「ＨＧ有機」を始めとする有機関連製品、高機能肥料、微生物資材等を重

点に、当社グループの特色である地域密着のきめ細かい技術営業を展開してまいりました。

　しかしながら、高騰した原燃料、資材等の製品価格への転嫁も限定的であったことに加え、天候不順による施肥

量減や台風による農業被害の影響等が出荷減に繋がり、過去に例のない製造原価の上昇を招き、肥料事業の収益が

大幅に圧迫されました。この結果、当上半期の連結営業成績は、売上高は10,294百万円（前年同期比4.5％減）、経

常損失は14百万円、中間純損失は35百万円となり、誠に遺憾ながら損失計上のやむなきに至りました。

(2）当中間期のセグメント別の概況

（肥料事業）

　　厳しい農業環境の下、当社グループは有機関連製品、なかでも有機含有量が高く整粒化した「ＨＧ有機」を中

心に数量拡大に努めましたが、４月から５月に掛けての降雨と低温という天候不順で、果樹、園芸肥料の出荷が

低調に推移し、当中間期の当事業の売上高は7,762百万円（前期比5.1％減）となりました。

　収益面についても採算性の良い商品の出荷が低調であることは全国的な傾向になっていますが、特に一部の地

域での減少が大きかったことに加え、今回の製品価格の値上げでは製造原価の上昇を吸収しきれず、大幅な収益

悪化となりました。

（飼料事業）

　主力の魚粕・魚粉は、海外、国内市況とも堅調に推移し、販売数量、金額とも増加しました。他社飼料の取扱

いは減少しましたが、当中間期の当事業の売上高は556百万円（前期比10.5％増）となりました。

（ＬＰＧ及び機器事業）

　主力の自動車用ＬＰＧ容器は、タクシー向け、改造向け、フォークリフト向けとも減少したことにより、当中

間期の当事業の売上高は743百万円（前期比12.8％減）となりました。

（物資その他事業）

　農水産物の取扱いは若干増加しましたが、主力の育苗培土の取扱いが減少したため、当中間期の当事業の売上

高は1,232百万円（前期比1.1％減）となりました。収益面では美健素材分野での商品導入の遅れにより、計画を

大きく下回りました。

セグメント別売上高明細表

事業区分

前中間期
（自　17年４月１日
至　17年９月30日）

当中間期
（自　18年４月１日
至　18年９月30日）

前年同期比
増減率
（％）

前期
（自　17年４月１日
至　18年３月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

肥料事業 8,177 75.9 7,762 75.4 △5.1 16,314 73.5

飼料事業 503 4.7 556 5.4 10.5 1,107 5.0

ＬＰＧ及び機器事業 851 7.9 743 7.2 △12.8 1,719 7.8

物資その他事業 1,246 11.5 1,232 12.0 △1.1 3,046 13.7

計 10,779 100.0 10,294 100.0 △4.5 22,189 100.0
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(3）通期の業績全般の見通し

　下半期につきましては、米国経済の減速や原油価格の動向など不透明な要因はありますが、国内景気は設備投資、

個人消費、輸出等を柱として緩やかな回復基調を維持していくと思われます。

　農業分野については、食料・農業・農村基本計画をベースとして、系統組織の効率化への動き、「経営所得安定

対策」を柱とした担い手への施策の集中による生産基盤の強化や株式会社の農業参入などが促進されると思われま

すが、これらの施策は中期的農業活性化策であり肥料需要に対する即効性は期待薄なため、当社グループを取巻く

事業環境は引続き厳しいものと予想されます。

  このような状況下、当社グループは本年４月よりスタートした新中期３ヵ年計画「Shine（シャイン）2008」の

方針に基づき、肥料事業では市場の求める有機関連製品、高機能肥料、微生物資材等の重点品目と高付加価値商品

である「ＨＧ有機」の拡販に努め、肥料事業の着実な強化を図るとともに、化粧品原料などの新分野にも積極的に

取り組み、役職員一丸となり業績向上に励む所存であります。

　通期の連結業績の見通しにつきましては、売上高は22,200百万円（前期比0.0％増）、経常利益は395百万円（前

期比35.4％減）、当期純利益は220百万円（前期比33.9％減）を見込んでおります。

　また、通期の単体業績の見通しにつきましては、売上高は21,900百万円（前期比0.2％減）経常利益は390百万円

（前期比35.1％減）、当期純利益は220百万円（前期比33.4％減）を見込んでおります。

２．財政状態

(1）当上半期のキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における連結ベースの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1,246百万円減少し、762百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の営業活動による資金の増加は420百万円（前年同期は980百万円の増加）となりました。こ

れは主に税金等調整前中間純損失（21百万円）および運転資金の減少（400百万円）によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の投資活動による資金の減少は757百万円（前年同期は207百万円の減少）となりました。こ

れは、当社塩釜工場の化成肥料製造設備改造、子会社への貸付けの支出などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の財務活動による資金の減少は909百万円（前年同期は154百万円の減少）となりました。こ

れは、主に当社の短期借入金の減少によるものです。

(2）当社グループのキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。

前中間期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

自己資本比率（％） 50.5 52.6 48.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
42.0 48.5 57.1

債務償還年数（年） － － 3.9

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）
56.2 23.6 28.4

自己資本比率：純資産／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期は記載しておりません。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。
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３．事業等のリスク

  当社グループの事業活動において、リスクとなる可能性があり、当社グループ固有の主な事項は以下のとおりです。

なお、文中における将来に関する事項は、本中間決算発表日（平成18年11月17日）現在において当社グループが判

断したものであり、全てのリスクを網羅しているものではありません。

 

  （１）  事業に関するリスク

      ① 国内の農業環境の変化によるリスク

 当社グループの主力事業である肥料事業は、政府の農業政策とそれによる国内農業の変化により大きな影響を受

けます。人口減による農産物消費量の減少、農産物輸入の拡大、農業者の高齢化や都市化による耕地面積の減少

等を要因に、農産物生産の減少にともなう肥料需要の減少が顕在化した場合、当社グループの業績・財務に影響

を及ぼす可能性があります。

また、農業資材費低減、減肥政策等の農業経営の見直しも、肥料需要の減少に繋がると予想され、当社グループ

の業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

② 肥料流通の変化によるリスク

肥料の国内流通は、全国農業協同組合連合会他の系統組織が大きなシェアを占めており、当社グループも肥料販

売の大半を系統組織に依存していますが、何らかの理由で系統の流通シェアが大きく減少した場合や流通が困難

になった場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

③ 販売における与信リスク

当社グループは販売の大半を系統組織に依存しており、その与信リスクは些少ですが、その他一般の販売先向け

は一定程度の与信リスクを負担しているため、与信管理規程によるリスク管理を行っていますが、販売先の経営

状況によっては、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

④ 肥料市場における競争激化によるリスク

肥料の国内市場において、需要の減少に伴うメーカー間の競争が激化し、販売価格が低下した場合、業界の統合

再編により他社の競争力が当社グループを上回る状況になった場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす

可能性があります。

　⑤ 原料事情によるリスク

肥料の主要原料は多くを輸入に依存していることから、原料市況、運賃市況、外国為替市況、エネルギー市況等

によっては、原料価格高騰や供給不足の現出が予想され、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があ

ります。

また、当社グループの飼料事業の主要品目は稚内工場で生産する魚粕・魚粉であり、同地区の原魚入荷量に依存

しておりますので、同地区での原魚入荷量が減少した場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性が

あります。

⑥ 飼料の需要および市況に関するリスク

国内の畜産物の需要減により配合飼料の生産減が現出した場合、国内外の飼料原料の市況の変動により、魚粉代

替原料の使用が増加した場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ ＬＰＧおよび機器事業に関するリスク

　自動車用ＬＰＧボンベ製造が主力であるため、代替エネルギーの普及によるＬＰＧ車のシェア変動が、当社グ

ループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

　⑧ 化粧品原料に関するリスク

化粧品原料に関する安全性については細心の注意を払っておりますが、当社グループの製品に起因する予期せぬ

副作用等が発生した場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

 

 （２）  法的規制、研究開発、訴訟、自然災害その他に関するリスク

 ① 法的規制に関するリスク

 肥料事業、飼料事業、ＬＰＧおよび機器事業、その他当社グループが行う事業は、肥料取締法、飼料安全法、高

圧ガス保安法、食品衛生法等を始めとした様々な関連法規によって規制されており、当社グループはこれら法規

の遵守を徹底すべく細心の注意を払っております。

しかし、過失や事故等により法規違反を犯す可能性は否定できず、違反を起こしたことで、当社グループの事業

活動を制限する何らかの行政命令や罰金、それに起因する損害賠償の請求等があった場合、当社グループの業

績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

また、何らかの環境変化のため、予期せぬ法的規制の変更や新設により、既存の事業活動が制限を受ける場合、

既存の原料の使用ができなくなる場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。
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　② 研究開発に関するリスク

当社グループは、製品の品質向上、技術水準の維持に加え、新商材の開発のために、研究開発活動を行っており

ますが、何らかの理由で商材の開発を断念する場合、開発した商材の上市ができなかった場合、研究開発コスト

の回収ができず、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

③ 知的財産権に関するリスク

当社グループは特許権等の知的財産権の管理には細心の注意を払っておりますが、当社グループの保有する知的

財産権が第三者によって侵害され利益を遺失した場合、第三者の保有する知的財産権を侵害し損害賠償を請求さ

れた場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

 ④ 訴訟に関するリスク

当社グループは事業遂行にあたり、コンプライアンスを最重要事項に位置づけ、企業活動を行っておりますが、

各種関連法規違反の有無に係わらず、製造物責任、知的財産権、環境問題等の問題において訴訟を提起される可

能性があります。訴訟が提起された場合は、その結果の如何に係わらず企業イメージや顧客信頼度の毀損、ある

いは損害賠償負担等により、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤ 保有資産に関するリスク

当社グループの保有する土地・建物や有価証券等の資産価値が下落することで、当社グループの業績・財務に影

響を及ぼす可能性があります。

 ⑥ 天候・自然災害に関するリスク

主要事業である肥料事業が農業に依存することから、台風、大風、大雪、大雨、旱魃、日照不足等の異常気象や

悪天候による影響を受ける可能性があります。

また、生産設備が地震等の大規模自然災害による被害を受け、減産や生産停止した場合、コンピューターシステ

ムへの被害等が起こった場合、当社グループとして可能なバックアップ体制作りを進めていますが、被害の程度

によっては、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑦ 人材の確保に関するリスク

当社グループの将来の業績は有能な人材の継続的確保に依存しており、労働市場の変化により、有能な人材の採

用や育成ができない場合、有能な人材が流出した場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,194 816 2,009

２．受取手形及び売掛
金

4,809 4,827 6,026

３．たな卸資産 3,832 3,981 4,091

４．繰延税金資産 165 143 149

５．その他 205 689 228

貸倒引当金 △1 △1 △1

流動資産合計 11,206 52.5 10,457 50.4 12,503 55.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 3,156 3,081 3,122

(2）機械装置及び運
搬具

1,837 1,777 1,824

(3）土地 3,456 3,456 3,456

(4）その他 72 8,522 234 8,549 75 8,478

２．無形固定資産

(1）その他 28 28 26 26 27 27

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,018 1,075 1,152

(2）繰延税金資産 329 355 319

(3）その他 297 308 294

貸倒引当金 △42 1,602 △42 1,695 △42 1,723

固定資産合計 10,152 47.5 10,271 49.6 10,229 45.0

資産合計 21,358 100.0 20,729 100.0 22,733 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

2,686 2,926 3,835

２．短期借入金 4,166 3,223 4,135

３．未払法人税等 101 26 107

４．賞与引当金 194 193 187

５．その他 1,459 1,689 1,507

流動負債合計 8,608 40.3 8,059 38.9 9,774 43.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 48 87 13

２．退職給付引当金 868 834 858

３．役員退職給与引当
金

87 128 110

４．その他 953 717 921

固定負債合計 1,957 9.2 1,767 8.5 1,902 8.4

負債合計 10,566 49.5 9,827 47.4 11,677 51.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,549 16.6 － － 3,549 15.5

Ⅱ　資本剰余金 3,072 14.4 － － 3,082 13.6

Ⅲ　利益剰余金 4,056 19.0 － － 4,197 18.5

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

272 1.3 － － 286 1.3

Ⅴ　自己株式 △158 △0.8 － － △60 △0.3

資本合計 10,792 50.5 － － 11,055 48.6

負債・資本合計 21,358 100.0 － － 22,733 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１．資本金 － － 3,549 17.1 － －

２．資本剰余金 － － 3,084 14.9 － －

３．利益剰余金 － － 4,076 19.7 － －

４．自己株式 － － △50 △0.3 － －

株主資本合計 － － 10,660 51.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金

－ － 241 1.2 － －

評価・換算差額等合
計

－ － 241 1.2 － －

純資産合計 － － 10,901 52.6 － －

負債純資産合計 － － 20,729 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期
比

前連結会計年度の要約連結損益
計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 10,779 100.0 10,294 100.0 △484 22,189 100.0

Ⅱ　売上原価 8,641 80.2 8,410 81.7 △231 17,800 80.2

売上総利益 2,138 19.8 1,884 18.3 △253 4,389 19.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

1,935 17.9 1,919 18.6 △15 3,804 17.2

営業利益又は
営業損失(△)

202 1.9 △35 △0.3 △238 584 2.6

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 1 3  1

２．受取配当金 1 2  5

３．受取補償料 5 13  10

４．受取保険金 5 －  5

５．受取手数料 － 9  －

６．その他 15 28 0.3 9 39 0.4 10 43 66 0.3

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 18 17  38

２．その他 0 19 0.2 0 18 0.2 △0 2 40 0.1

経常利益又は
経常損失(△)

212 2.0 △14 △0.1 △226 610 2.8

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻
入額

1 0  1

２．ゴルフ会員権
売却益

－ 10  －

３．その他 － 1 0.0 － 10 0.1 8 112 114 0.5

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却
損及び廃棄損

4 17  24

３．その他 － 4 0.1 0 18 0.2 13 37 62 0.3

税金等調整前
中間(当期)純
利益又は税金
等調整前中間
純損失（△）

209 1.9 △21 △0.2 △230 662 3.0

法人税、住民
税及び事業税

84 12  294

法人税等調整
額

17 101 0.9 1 13 0.1 △87 34 329 1.5

中間（当期）
純利益又は中
間純損失(△)

107 1.0 △35 △0.3 △142 332 1.5

 

－ 10 －



(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 3,072 3,072

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．自己株式処分差益 － － 9 9

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

3,072 3,082

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 4,041 4,041

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 107 107 332 332

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 84 168

２．役員賞与 9 93 9 177

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

4,056 4,197
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,549 3,082 4,197 △60 10,768

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △85  △85

中間純損失   △35  △35

自己株式の取得    △3 △3

自己株式の処分  1  14 16

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ 1 △120 10 △108

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,549 3,084 4,076 △50 10,660

評価・換算差
額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
286 11,055

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）  △85

中間純損失  △35

自己株式の取得  △3

自己株式の処分  16

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△45 △45

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△45 △153

平成18年９月30日　残高

（百万円）
241 10,901

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益又
は税金等調整前中間純損失（△）

209 △21 662

減価償却費 286 272 593

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△1 △0 △1

退職給付引当金の増減額（減少：
△）

29 △24 19

受取利息及び受取配当金 △2 △6 △7

支払利息 18 17 38

投資有価証券売却益 △0 － △112

売上債権の増減額
（増加：△）

1,416 1,199 91

たな卸資産の増減額
（増加：△）

258 109 △38

たな卸資産評価損 － － 37

仕入債務の増減額
（減少：△）

△794 △909 361

未払消費税等の増減額
（減少：△）

26 0 18

ゴルフ会員権売却益 － △10 －

その他 △181 △102 △41

小計 1,263 525 1,621

利息及び配当金の受取額 5 6 7

利息の支払額 △17 △17 △39

法人税等の支払額 △270 △94 △474

営業活動によるキャッシュ・フロー 980 420 1,115

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △54 －

定期預金の払戻による収入 10 － 10

有価証券の取得による支出 △61 － △53

有価証券の売却による収入 64 53 64

有形固定資産の取得による支出 △217 △248 △469

投資有価証券の取得による支出 △0 △0 △147

投資有価証券の売却による収入 1 － 151

貸付けによる支出 － △494 －

その他 △4 △14 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △207 △757 △484

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額
（減少：△）

△52 △925 △107

長期借入れによる収入 － 88 －

長期借入金の返済による支出 △15 － △26

自己株式の取得による支出 △3 △3 △8

自己株式の売却による収入 － 16 113

配当金の支払額 △84 △85 △168

財務活動によるキャッシュ・フロー △154 △909 △197

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

618 △1,246 433

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,575 2,009 1,575

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

2,194 762 2,009
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社　　　　１社〔大日本産肥（株）〕

非連結子会社　　　（株）カタクラフーズ

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、中間純損益及び利益剰余金等は、中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社〔（株）カタクラフーズ〕及び関連会社〔（株）関東片倉製作所他〕は、それぞれ中間連結純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外

しております。

３．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

　有価証券

満期保有目的債券　……………………償却原価法（定額法）

その他有価証券

・時価のあるもの　…………………中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）

・時価のないもの　…………………移動平均法による原価法

　たな卸資産　…………………………………総平均法による原価法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、賃貸専用不動産および平成10年４月１日以降に取得した建物について

は定額法によっております。

　無形固定資産

定額法を採用しております。

(3）重要な引当金の計上基準

　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上しており

ます。

　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

　役員退職給与引当金

当社は役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しており

ます。

(4）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

４．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預

金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ケ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は10,901百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。

注記事項

中間連結貸借対照表関係

（前中間期） （当中間期） （前期）

１．有形固定資産の減価償却累計額 14,627百万円 14,993百万円 14,798百万円

２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産の額

有形固定資産 378百万円 426百万円 428百万円

上記に対応する債務

短期借入金 310百万円 288百万円 250百万円

長期借入金 3百万円 87百万円 0百万円

計 313百万円 376百万円 251百万円

３．保証債務等

保証債務 83百万円 48百万円 72百万円

保証類似行為 39百万円 19百万円 53百万円

４．当社においては、資金調達の機動性、安定性の確保および金融費用の圧縮を目的にシンジケーション方式による

コミットメントライン契約を締結しております。

当中間連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

 総貸付極度額 －百万円 4,000百万円 －百万円 

 借入実行残高 －百万円 2,800百万円 －百万円 

 差引額 －百万円 1,200百万円 －百万円 

中間連結株主資本等変動計算書関係

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 21,474,562 － － 21,474,562

合計 21,474,562 － － 21,474,562

自己株式

普通株式　（注） 169,601 7,884 39,189 138,296

合計 169,601 7,884 39,189 138,296

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加7,884株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　普通株式の自己株式の減少39,189株は、ストックオプションの行使による減少39,000株及び

　　　単元未満株式の売渡しによる減少189株であります。
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２．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 85 4.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月17日

取締役会
普通株式 85  利益剰余金 4.0 平成18年９月30日 平成18年12月11日

中間連結キャッシュ・フロー計算書関係

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高と中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）に掲記されている科目の金額との

関係

（前中間期） （当中間期） （前期）

現金及び預金勘定 2,194百万円 816百万円 2,009百万円

預入期間が３か月を超える定期預金等 －百万円 △54百万円 －百万円

現金及び現金同等物 2,194百万円 762百万円 2,009百万円

ファイナンス・リース取引

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 （単位　百万円）

前中間期 当中間期 前期

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

取得原価
中間連結
貸借対照
表計上額

差額 取得原価
中間連結
貸借対照
表計上額

差額 取得原価
連結貸借
対照表計
上額

差額

株式 278 740 462 388 797 408 388 874 486

２．時価のない有価証券

 （単位　百万円）

前中間期 当中間期 前期

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

中間連結貸借対照表計上額 中間連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額

(1）満期保有目的の

債券
61 － 53

(2）その他有価証券    

非上場有価証券 38 38 38

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　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

１．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日　至 平成17年９月30日）

肥料事業
（百万円）

飼料事業
（百万円）

LPG及び機
器事業
（百万円）

物資その
他事業
（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
8,177 503 851 1,246 10,779 － 10,779

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 8,177 503 851 1,246 10,779 － 10,779

営業費用 7,937 491 835 1,076 10,341 235 10,576

営業利益 240 12 16 169 438 (235) 202

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

肥料事業
（百万円）

飼料事業
（百万円）

LPG及び機
器事業
（百万円）

物資その
他事業
（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
7,762 556 743 1,232 10,294 － 10,294

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 7,762 556 743 1,232 10,294 － 10,294

営業費用 7,718 555 735 1,077 10,086 242 10,329

営業利益 44 0 7 154 207 (242) △35

前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

肥料事業
（百万円）

飼料事業
（百万円）

LPG及び機
器事業
（百万円）

物資その
他事業
（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
16,314 1,107 1,719 3,046 22,189 － 22,189

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 16,314 1,107 1,719 3,046 22,189 － 22,189

営業費用 15,763 1,076 1,675 2,642 21,157 446 21,604

営業利益 551 31 44 403 1,031 (446) 584
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　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分に属する主な製品又は事業内容

(1）肥料事業 製品（配合肥料、化成肥料、液状肥料）、商品（各種肥料）

(2）飼料事業 製品（醗酵飼料）、商品（魚粕・魚粉、配合飼料、その他飼料）

(3）ＬＰＧ及び機器事業 商品（自動車用ＬＰＧ容器、バルブ、ＬＰガス）

(4）物資その他事業 製品（育苗培土、その他製品）、商品（農業資材、化粧品、食品農水産物、

その他物資）、不動産賃貸

３.「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容

前中間連結
会計期間

当中間連結
会計期間

前連結会計
年度

主な内容

消却又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額（百

万円）

235 242 446

提出会社の総務・経理・人事等で発生する管

理部門に係る費用

２．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

３．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項は

ありません。
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