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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 12,649 ― 838 ― 832 ― 469 ―

20年3月期第2四半期 10,208 △0.8 77 ― 86 ― 71 ―

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2四半期 22.04 ―

20年3月期第2四半期 3.35 ―

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2四半期 21,548 11,355 52.7 532.98
20年3月期 23,483 10,980 46.8 515.19

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  11,355百万円 20年3月期  10,980百万円

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  

平成21年３月期の期末および年間の配当金額は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄をご覧下さい。）  

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 27,000 24.4 1,400 245.4 1,400 222.6 800 194.2 37.55

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。  

(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 
１．平成20年５月15日発表の通期連結業績予想および配当予想は、平成20年10月16日発表のとおり、修正を行っております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来性に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、２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」をご覧下さい。 
３．配当金額につきましては、業績動向を見極めつつ、配当性向の目標を50％（連結ベース）とすることを公表しておりますが、国内外の経済状況や販売市場環境等の
様々な要因により今後の業績は大きく変動する可能性があるため、期末および年間の配当金額は現時点では未定であります。なお、期末および年間の配当予想額につ
きましては、今後の業績等を総合的に勘案し、見通しが立った時点で開示いたします。 
４．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 21,474,562株 20年3月期 21,474,562株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 169,595株 20年3月期 160,401株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 21,310,210株 20年3月期第2四半期 21,325,666株



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２四半期連結累計期間における日本経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とする金融市場の混乱の影

響が波及し、また、原油・原材料価格の高騰による企業収益の悪化、海外経済の減速、円高の進行等により景気は後

退局面に入ったとの見方が強まりました。 

 当社グループの主力事業分野である肥料業界は、世界的な肥料需要増を背景とした肥料原料価格の未曾有の高騰を

受け、本年４月に平成19肥料年度の期中価格改定が行われたのに続き、７月には平成20肥料年度の製品価格もオイル

ショック以来の大幅値上げとなりました。 

 一方で国内肥料需要は、農業の構造的問題による耕作放棄地の増加、農産物市況の低迷、燃料、資材価格の高騰に

よる生産資材購買意欲の減退、生産コスト低減運動に伴う減肥施策などにより、減少傾向に歯止めが掛かっておりま

せん。 

 このような環境の下、当社グループは中期３ヵ年計画「Shine（シャイン）2008」に基づき、肥料事業分野では

「安全・安心・良食味」の農産物生産に適した有機関連製品を中心に、各地域の生産者のニーズにきめこまかく対応

した生産、販売体制の構築を一層進め、非肥料事業分野では化粧品関連製品に力を入れ拡販に努めました。 

 主力の肥料事業において、二度に亘る製品価格の大幅上昇を受けた駆け込み需要とそれに対応した製品の増産や原

材料の早期手配に伴う製造コストの低下等により、大幅な増益となりました。その結果、当第２四半期連結累計期間

の営業成績は、売上高12,649百万円、営業利益838百万円、経常利益832百万円、四半期純利益469百万円となりまし

た。 

  

 各セグメント別の概況は以下のとおりです。 

  

 肥料事業は前述のとおり、価格改定効果およびそれに対応した諸施策により、売上高10,772百万円となりました。

 飼料事業は、発酵飼料は販売数量が減少したものの、原料高により販売金額は増加しました。その他飼料について

は、販売数量は増加したものの、低価格品の取扱いが主であったため、販売金額は減少しました。その結果、売上高

は521百万円となりました。 

 物資その他事業は、化粧品関連製品は新規上市等により取扱いが増加しましたが、ＬＰＧ自動車用関連機器と食品

農水産物の取扱いが減少し、売上高は1,355百万円となりました。 

  

 ２．連結財政状態に関する定性的情報 

キャッシュ・フロー 

 当第２四半期連結累計期間における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

159百万円減少し、571百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は1,339百万円となりました。これは主に税金等調整前四

半期純利益（861百万円）、減価償却費の計上、売上債権の減少、仕入債務の減少などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の投資活動による資金の減少は125百万円となりました。これは、主に当社旭川工場の

肥料製造設備改造、姫路工場の事務所改造工事の支出などによるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金の減少は1,373百万円となりました。これは、主に当社の短期借

入金の返済によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  下半期につきましては、金融市場混乱の深刻化で、世界的な景気後退懸念が高まるなか、実体経済にもさらに強い

影響が及ぶと予想されます。主力の肥料事業においては、第２四半期累計期間の駆け込み需要の反動による販売数量

の減少が予想され、また、原料価格の動向は予断を許さない状況ではありますが、平成20年10月16日に公表いたしま

したとおり、通期業績予想につきましては、第２四半期累計期間の増収益を反映し、売上高27,000百万円（前期比

24.4％増）、営業利益1,400百万円（前期比245.4％増）、経常利益1,400百万円（前期比222.6％増）、当期純利益

800百万円（前期比194.2％増）となる見込みです。 

  



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 

①．繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度末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り算定しております。 

②．季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当

該原価差異を繰り延べ処理しております。 

③．税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。

   

（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 

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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

②．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、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、主として総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。 

  これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、「５．四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報」に記載してお

ります。 

③．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買処理に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、「５．四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報」に記載してお

ります。 

  



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 625 785

受取手形及び売掛金 5,347 6,506

商品 79 73

製品 2,170 2,618

原材料 2,665 2,571

仕掛品 158 205

その他 775 869

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 11,821 13,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,830 2,889

機械装置及び運搬具（純額） 1,807 1,912

土地 3,487 3,489

その他（純額） 101 52

有形固定資産合計 8,227 8,343

無形固定資産   

無形固定資産合計 26 26

投資その他の資産   

投資有価証券 771 782

繰延税金資産 468 464

その他 275 277

貸倒引当金 △42 △39

投資その他の資産合計 1,472 1,484

固定資産合計 9,726 9,855

資産合計 21,548 23,483



（単位：百万円）

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 3,099 4,213

短期借入金 3,614 4,889

未払法人税等 412 117

賞与引当金 170 159

その他 1,481 1,673

流動負債合計 8,778 11,053

固定負債   

長期借入金 68 78

退職給付引当金 692 691

役員退職慰労引当金 118 161

その他 535 517

固定負債合計 1,414 1,449

負債合計 10,193 12,503

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,549 3,549

資本剰余金 3,084 3,084

利益剰余金 4,733 4,348

自己株式 △61 △57

株主資本合計 11,305 10,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49 55

純資産合計 11,355 10,980

負債純資産合計 21,548 23,483



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 12,649

売上原価 9,994

売上総利益 2,654

販売費及び一般管理費 1,816

営業利益 838

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 2

受取賃貸料 11

その他 16

営業外収益合計 36

営業外費用  

支払利息 31

その他 10

営業外費用合計 42

経常利益 832

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

固定資産売却益 46

特別利益合計 47

特別損失  

固定資産除売却損 18

特別損失合計 18

税金等調整前四半期純利益 861

法人税、住民税及び事業税 392

法人税等調整額 0

法人税等合計 392

四半期純利益 469



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 861

減価償却費 305

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △8

支払利息 31

有形固定資産売却損益（△は益） △46

有形固定資産処分損益（△は益） 10

売上債権の増減額（△は増加） 1,126

たな卸資産の増減額（△は増加） 389

仕入債務の増減額（△は減少） △1,131

未払消費税等の増減額（△は減少） 111

その他 △197

小計 1,455

利息及び配当金の受取額 12

利息の支払額 △31

法人税等の支払額 △97

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,339

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 54

有形固定資産の取得による支出 △238

有形固定資産の売却による収入 60

投資有価証券の取得による支出 △0

貸付金の回収による収入 57

長期預り保証金の返還による支出 △4

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △125

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（△は減少） △1,275

長期借入金の返済による支出 △9

自己株式の取得による支出 △3

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,373

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △159

現金及び現金同等物の期首残高 731

現金及び現金同等物の四半期末残高 571



 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

  

（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） 

  （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 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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 ②」に記載のとおり、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）を適用しております。これによ

る、当第２四半期連結累計期間の営業利益に与える影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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 ③」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）平成19年３月30日改正））を適用

しております。これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益に与える影響は軽微でありま

す。 

  

肥料事業
（百万円）

飼料事業
（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 
 10,772  521  1,355  12,649  －  12,649

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  10,772  521  1,355  12,649  －  12,649

営業利益  878  1  162  1,041  (203)  838

(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（発酵飼料）、商品（魚粕・魚粉、配合飼料、その他飼料） 

(3）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、

自動車用ＬＰＧ容器、その他物資）、不動産賃貸  

〔所在地別セグメント情報〕 

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及び重要な在外支店がないため、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。 

  

（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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       10,208  100.0

Ⅱ 売上原価       8,357  81.9

売上総利益       1,850  18.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,773  17.3

営業利益       77  0.8

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  4           

２．受取配当金  3           

３．受取賃貸料  12           

４．受取補償料  4           

５．保険満期返戻金   4           

６．その他   5  35  0.3

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  24           

２．その他  1  26  0.3

経常利益       86  0.8

Ⅵ 特別利益                

１．貸倒引当金戻入額  0           

２．不動産賃貸契約違約金  68  69  0.7

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産売却損 
  及び廃棄損  12           

２．ゴルフ会員権評価損  1  14  0.1

税金等調整前中間純利益       141  1.4

法人税、住民税及び事業
税  37           

法人税等調整額  31  69  0.7

中間純利益       71  0.7

        



（２）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19年４月１日 
至 平成19年９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   

税金等調整前中間純利益  141

減価償却費   294

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △0

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △18

受取利息及び受取配当金  △7

支払利息   24

有形固定資産処分損   12

不動産賃貸契約違約金 △68

ゴルフ会員権評価損   1

売上債権の増減額（増加：△）   1,959

たな卸資産の増減額（増加：△）  △307

仕入債務の増減額（減少：△）  △896

未払消費税等の増減額（減少：△）   4

その他  △89

小計  1,050

利息及び配当金の受取額   10

利息の支払額  △25

法人税等の支払額  △54

営業活動によるキャッシュ・フロー  980

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   54

有形固定資産の取得による支出  △192

貸付金の回収による収入   33

長期預り保証金の返済による支出  △132

長期預り敷金による収入   34

その他  △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △262

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（減少：△）  △520

長期借入金の返済による支出  △9

自己株式の取得による支出  △3

自己株式の売却による収入   0

配当金の支払額  △85

財務活動によるキャッシュ・フロー △618

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：△）  100

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  654

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  754

    



（３）セグメント情報 

〔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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（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    

   ３.「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

  

  

  
肥料事業
（百万円）

飼料事業
（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 
 8,182  583  1,442  10,208  －  10,208

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  8,182  583  1,442  10,208  －  10,208

営業費用  8,055  584  1,291  9,932  199  10,131

営業利益又は営業損失

（△） 
 126  △1  150  276 (199)  77

    (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（発酵飼料）、商品（魚粕・魚粉、配合飼料、その他飼料） 

    (3）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、

自動車用ＬＰＧ容器、その他物資）、不動産賃貸 

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） 
199

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

     前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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。 
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