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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(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 ％

21年３月期第１四半期 7,840 ─ 640 ─ 595 ─ 347 ─

20年３月期第１四半期 5,341 23.3 208 528.6 184 ─ 103 ─

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

21年３月期第１四半期 6 20 ─

20年３月期第１四半期 1 84 ─

　(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

21年３月期第１四半期 27,998 7,181 25.4 127 28

20年３月期 25,587 6,822 26.4 120 85
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 7,125百万円 20年３月期 6,765百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ ─ ─ 2 00 2 00

21年３月期 ─ ─ ─ 未定 未定

21年３月期(予想) ─ ─ ─ 未定
(注)１ 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

２ 20年３月期期末配当金の内訳 記念配当 2円00銭

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３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)

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 13,400 ─ 460 ─ 340 ─ 180 ─ 3 21

通 期 25,400 11.9 770 △5.8 510 △20.3 250 △24.0 4 46
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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、５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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 有

　 [(注) 詳細は、５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）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年３月期第１四半期 56,000,000株 20年３月期 56,000,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 15,805株 20年３月期 15,288株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 55,984,354株 20年３月期第１四半期 55,988,218株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(1) 業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後さまざまな要因により予

想数値が異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる過程及び業績予想に関する注記事項等に
つきましては、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」をご参考
ください。

(2) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
　なお、当第１四半期連結累計期間は、「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適用しております。
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や円高ドル安、株安などの状況が続く

中、世界的な人口増加や新興国の経済発展などによる食料需要増大、原料価格、原油価格の高騰は止まらず、

経営環境は不透明な要素も多く予断を許さない状況となりました。

肥料業界におきましては、作付面積の減少、農業人口の減少と高齢化による耕作放棄地の拡大に加えて、

肥料用の原料（尿素、りん酸、加里）国際価格が史上空前の高騰を続けており、依然として厳しい状況が続

いております。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

ａ．肥料事業

主力の肥料事業は、原料価格の高騰を受けて国内の肥料価格が７月以降大幅な値上げになるため、６月

に例年にない仮需要が発生し、主力製品である高度化成をはじめ有機化成、石灰窒素、りん酸単肥、りん

安などが増販となり、売上高は６，０９５百万円（前年同期比４６．１％増）となり、営業利益は７５９

百万円（前年同期比１０３．９％増）となりました。

ｂ．化成品事業

化成品事業は、工業用りん酸が世界的なりん酸資源の高騰により国内同業他社が大幅な値上げを行う中

で当社品にオーダーが集中したことなどにより増販となり、売上高は１，１６０百万円（前年同期比３４．

１％増）となり、営業利益は１１１百万円（前年同期比５２．７％増）となりました。

ｃ．その他事業

その他事業は、工事部門や多機能性素材部門等の増収により、売上高は５８５百万円（前年同期比５５．

７％増）となり、営業利益は４４百万円（前年同期比２８０．９％増）となりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は７，８４０百万円（前年同期比４６．８％増）となり、

営業利益は６４０百万円（前年同期比２０７．０％増）、経常利益は５９５百万円（前年同期比２２３．１％

増）四半期純利益は３４７百万円（前年同期比２３６．６％増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

財政状態の分析

ａ．資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて１７．７％増加し、１５，８２５百万円となりました。増減

の主なものは、受取手形及び売掛金の増加１，３０７百万円、たな卸資産の増加８１６百万円などで、

２，３８２百万円増加しております。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて０．２％増加し、１２，１７２百万円となりました。増減の

主なものは、有形固定資産の減少６４百万円、上場株式時価評価差額の増加による投資有価証券の増加

１９０百万円などでの投資その他の資産の増加９４百万円などで、２７百万円増加しております。この

結果、総資産は前連結会計年度末に比べて９．４％増加し、２７，９９８百万円となりました。
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ｂ．負債、純資産

流動負債は、前連結会計年度末に比べて１６．５％増加し、１７，０６３百万円となりました。増減

の主なものは、支払手形及び買掛金の増加１，５５３百万円、短期借入金の増加８８５百万円などで、

２，４１２百万円増加しております。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて８．８％減少し、３，７５２百万円となりました。増減の主

なものは、長期借入金の減少３４８百万円などで、３６１百万円減少しております。この結果、負債合

計は、前連結会計年度末に比べて１０．９％増加し、２０，８１６百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べて５．３％増加し、７，１８１百万円となりました。増減の主な

ものは、利益剰余金の増加２３５百万円、その他有価証券評価差額金の増加１１９百万円などで、３５

９百万円増加しております。

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の期末残高は前連結会計年度末に比べて１８

６百万円増加し、１，２１９百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

ａ．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、仕入債務の増加１，５５３百万円、税金等調整前四半期純利

益５８３百万円などがありましたが、売上債権の増加１，３０７百万円、たな卸資産の増加８１６百万

円、法人税等の支払額２９２百万円などにより、１１４百万円の支出となりました。

ｂ．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、利息及び配当金の受取額２１百万円などがありましたが、有

形固定資産の取得による支出９７百万円などにより、６８百万円の支出となりました。

ｃ．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、短期・長期借入金の返済による支出１，２６３百万円などが

ありましたが、短期借入れによる収入１，８００百万円により、３６８百万円の収入となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間における損益状況につきましては、主力の肥料事業では、平成20年度を初年度

とする新中期３ヵ年計画（アップグレード22計画）に沿って販売と技術普及の一体的推進、より効率的な生

産体制の追求、グループを通じた経費抑制等に努めたことに加え、４月には海外肥料原料高騰による期中値

上げがあり、さらには、原料の高騰の加速化に伴い７月から肥料価格の大幅な上昇が予想されたことによる

前倒出荷増もあり、前年同期と比べ大幅な増収、増益となりました。

　しかしながら、７月以降につきましては、前倒出荷の反動や施肥の手控えに伴う需要の減少やさらなる原

燃材料の上昇が懸念される状況にあります。

　このような状況において、第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、不透明な要素

が多いため、現時点では平成20年５月22日に公表しました業績予想は変更しておりませんが、今後の業績推

移を勘案し、必要に応じ、業績修正を行う予定としております。
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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)

該当事項はありません。

(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

法人税等並びに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おります。

(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

（会計処理の変更）

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間は、「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適用しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

この変更による損益及びセグメント情報に与える影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会

計期間から早期適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産とし

て計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

この変更による損益及びセグメント情報に与える影響はありません。

（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び当社の連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直

し、機械装置の耐用年数を10年から８年に変更しております。

　この変更による損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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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20年６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 1,218 1,031

受取手形及び売掛金 5,763 4,456

有価証券 26 26

商品及び製品 4,693 4,379

半成工事 17 11

原材料及び貯蔵品 3,433 2,937

繰延税金資産 224 169

その他 451 434

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 15,825 13,442

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,484 2,521

機械装置及び運搬具（純額） 1,899 1,955

土地 4,608 4,608

その他（純額） 160 132

有形固定資産合計 9,153 9,217

無形固定資産 129 132

投資その他の資産

投資有価証券 2,316 2,125

繰延税金資産 340 427

その他 319 329

貸倒引当金 △86 △87

投資その他の資産合計 2,890 2,795

固定資産合計 12,172 12,145

資産合計 27,998 25,587
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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 5,925 4,371

短期借入金 9,221 8,336

未払金 788 531

未払費用 547 442

未払法人税等 296 302

未払消費税等 33 16

繰延税金負債 0 0

賞与引当金 130 310

その他 120 340

流動負債合計 17,063 14,651

固定負債

長期借入金 2,344 2,693

退職給付引当金 1,280 1,258

役員退職慰労引当金 66 91

環境対策引当金 36 36

負ののれん 11 13

その他 13 21

固定負債合計 3,752 4,114

負債合計 20,816 18,765

純資産の部

株主資本

資本金 2,800 2,800

資本剰余金 1,139 1,139

利益剰余金 2,749 2,513

自己株式 △2 △2

株主資本合計 6,686 6,450

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 447 327

繰延ヘッジ損益 △7 △12

評価・換算差額等合計 439 314

少数株主持分 56 56

純資産合計 7,181 6,822

負債純資産合計 27,998 25,587
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 7,840

売上原価 6,244

売上総利益 1,596

販売費及び一般管理費

運賃 282

保管費 116

役員報酬 37

給料及び手当 169

賞与引当金繰入額 47

退職給付費用 34

役員退職慰労引当金繰入額 6

福利厚生費 45

旅費及び交通費 22

情報管理費 13

賃借料 37

減価償却費 2

研究開発費 43

その他 95

販売費及び一般管理費合計 955

営業利益 640

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 19

負ののれん償却額 1

その他 3

営業外収益合計 25

営業外費用

支払利息 55

持分法による投資損失 4

その他 10

営業外費用合計 70

経常利益 595

特別利益

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失

固定資産除却損 6

投資有価証券評価損 6

特別損失合計 13

税金等調整前四半期純利益 583

法人税、住民税及び事業税 291

法人税等調整額 △54

法人税等合計 236

少数株主利益 0

四半期純利益 347
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 583

減価償却費 164

投資有価証券評価損益（△は益） 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 55

売上債権の増減額（△は増加） △1,307

たな卸資産の増減額（△は増加） △816

仕入債務の増減額（△は減少） 1,553

その他 △38

小計 178

法人税等の支払額 △292

営業活動によるキャッシュ・フロー △114

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 △97

有形固定資産の除却による支出 △2

利息及び配当金の受取額 21

その他 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △68

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 1,800

短期借入金の返済による支出 △845

長期借入金の返済による支出 △418

利息の支払額 △55

配当金の支払額 △111

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186

現金及び現金同等物の期首残高 1,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,219
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間は、「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適用しております。

(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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

肥料事業
(百万円)

化成品事業
(百万円)

その他の事業
(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

6,095 1,160 585 7,840 ― 7,840

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

67 249 364 681 (681) ―

計 6,162 1,409 949 8,522 (681) 7,840

営業利益 759 111 44 915 (274) 640

(注)１ 事業区分の方法
当社及び当社企業グル－プの事業区分は、製品の製造方法及び販売方法を基準に区分しております。

２ 各事業区分の主要製品
肥料事業   高度化成肥料、普通化成肥料、有機化成肥料、りん安、過石・重過石、石灰窒素
化成品事業 りん酸、りん酸カルシウム、工業用りん酸、硫酸
その他事業 合成雲母、合成スメクタイト、建設工事、不動産賃貸、運送業務

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

当社は在外連結子会社及び海外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

(6) 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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「参考」

(要約) 前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 5,341

Ⅱ 売上原価 4,281

　 売上総利益 1,059

Ⅲ 販売費及び一般管理費 851

　 営業利益 208

Ⅳ 営業外収益 44

Ⅴ 営業外費用 68

　 経常利益 184

　 税金等調整前四半期純利益 184

　 税金費用 80

　 少数株主利益 0

　 四半期純利益 103

(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 184

減価償却費 152

売上債権の増減額(△：増加) △ 5

たな卸資産の増減額(△：増加) △ 1,364

仕入債務の増減額(△：減少） 874

その他 △ 28

小計 △ 187

法人税等の支払額 △ 44

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 231

Ⅱ 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 △ 79

その他 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 53

Ⅲ 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 877

長期借入金の純増減額 △ 479

その他 △ 51

財務活動によるキャッシュ・フロー 347

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 62

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,115

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,177
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

肥料事業
(百万円)

化成品事業
(百万円)

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

4,176 832 331 5,341 ― 5,341

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

41 219 277 538 (538) ―

計 4,218 1,051 609 5,879 (538) 5,341

営業利益 372 73 11 457 (248) 208

(注)１ 事業区分の方法
当社及び当社企業グル－プの事業区分は、製品の製造方法及び販売方法を基準に区分しております。

２ 各事業区分の主要製品
肥料事業   高度化成肥料、普通化成肥料、有機化成肥料、りん安、過石・重過石、石灰窒素
化成品事業 りん酸、りん酸カルシウム、工業用りん酸、硫酸
その他事業 合成雲母、合成スメクタイト、建設工事、不動産賃貸、運送業務

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

当社は在外連結子会社及び海外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第１四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 生産数量(ｔ)

肥料事業 89,761

化成品事業 2,676

その他事業 80

合計 92,519

(2) 受注状況

該当事項はありません。

(3) 販売実績

当第１四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 販売高(百万円)

肥料事業 6,095

化成品事業 1,160

その他事業 585

合計 7,840

(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 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

全国農業協同組合連合会 6,049 77.2

３ 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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