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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 16,168 ― 2,512 ― 2,394 ― 1,292 ―

20年3月期第2四半期 11,537 4.7 550 71.0 478 81.0 210 71.4

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 23.08 ―

20年3月期第2四半期 3.76 ―

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 30,964 8,014 25.7 142.14
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2四半期  7,957百万円 20年3月期  6,765百万円

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  

   20年３月期期末配当金の内訳  記念配当 ２円00銭 
   なお、21年３月期期末配当については現時点では未定です。  

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 ― ― ――― ――― ―――

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  

   配当予想につきましては、現時点では未定ですが決定し次第開示いたします。  

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 33,500 47.5 3,100 279.2 2,900 352.9 1,440 336.5 25.71

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】の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） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表】の４．その他をご覧ください。  

(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) 業績予想で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と異なる可能性があります。なお、業績の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】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）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号第１項第５号のただし書きにより、改正後の四
半期連結財務諸表を早期適用しております。  

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  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2四半期  18,625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2四半期  55,983,450株 20年3月期第2四半期  55,987,876株
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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）におけるわが国経済は、米

国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱の影響を受けるとともに、原油や原材料価格の高

騰による企業収益の悪化や円高の進行により、景気の減速感が強まりました。 

当社企業グループをめぐる経営環境につきましては、肥料業界ではバイオ燃料の急拡大など世界的な穀

物消費の増加により肥料需要が急増し、価格も高騰しました。国内肥料メーカーは、原料の大半を輸入に

依存しているため、生産コストの上昇がさけられず、４月、７月と２度にわたり製品価格の大幅な改定が

行われました。一方、農産物価格の低迷や生産農家の高齢化に伴う耕作放棄などの厳しい農業情勢が続く

中で燃料・資材価格の高騰により国内肥料需要はより一層減少傾向を強めるものと思われます。  

このような状況のなかで、当社は今年度から中期経営計画（アップグレード２２計画）をスタートさ

せ、技術と一体化した営業体制の強化、原料情勢に対応した効率的な生産体制の構築、化成品・新素材な

ど非肥料分野の販売拡大などに取り組んでまいりました。 

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。 

厳しい販売状況が続くなかで、農家のニーズに対応した省力化や環境負荷低減に役立つ機能性肥料の

拡販に努め、有機化成、畑のカルシウム、エコマイルド、コープペーストで成果をあげました。また、

大幅な肥料価格上昇に伴う前倒し需要や石灰窒素・りん酸質肥料等の国産肥料への回帰により、肥料事

業の売上高は１２，２３９百万円となり、営業利益は２，６２４百万円となりました。 

世界的なりん資源の高騰による価格改定と拡販により、りん酸カルシウム、工業用および肥料用りん

酸が増収となり、化成品事業の売上高は２，９３９百万円となり、営業利益は４１２百万円となりまし

た。 

その他事業は、合成雲母、合成スメクタイトなどの多機能性無機素材部門はユーザー要求事項に即応

した新規開拓により新たな需要に結びついたほか、既存ユーザーでの水平展開による需要増もあり、増

販により増収となりました。また、工事部門などは受注増などにより増収となり、その他事業の売上高

は９９０百万円となり、営業利益は７５百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は１６，１６８百万円となり、営業利益は２，５１２

百万円、経常利益は２，３９４百万円、四半期純利益は１，２９２百万円となりました。 

  

・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

ａ．肥料事業

ｂ．化成品事業

ｃ．その他事業
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて４０．９％増加し、１８，９３７百万円となりました。増

減の主なものは、受取手形及び売掛金の増加３，２５０百万円、たな卸資産の増加２，３７４百万円

などで、５，４９４百万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１．０％減少し、１２，０２７百万円となりました。増減

の主なものは、有形固定資産の減少１２１百万円などで、１１８百万円減少しております。この結

果、総資産は前連結会計年度末に比べて２１．０％増加し、３０，９６４百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２７．２％増加し、１８，６４２百万円となりました。増

減の主なものは、支払手形及び買掛金の増加５５５百万円、短期借入金の増加２，０８４百万円、未

払法人税等の増加７２４百万円などで、３，９９０百万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４．７％増加し、４，３０７百万円となりました。増減の

主なものは、長期借入金の増加１６１百万円などで、１９３百万円増加しております。この結果、負

債合計は、前連結会計年度末に比べて２２．３％増加し、２２，９４９百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて１７．５％増加し、８，０１４百万円となりました。増減の

主なものは、利益剰余金の増加１，１８０百万円などで、１，１９２百万円増加しております。 

  

当第２四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９

０百万円減少し、９４２百万円となりました。 

当第２四半期連結累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。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益２，２１４百万円、仕入債務の

増加額５５５百万円などがありましたが、売上債権の増加額３，２５０百万円、たな卸資産の増加額

２，３７４百万円などにより、１，７８１百万円の支出となりました。 

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２２百万円などがありましたが、

有形固定資産の取得による支出２６４百万円、有形固定資産の撤去による支出７５百万円などによ

り、３１３百万円の支出となりました。 

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１，７２３百万円など

がありましたが、短期借入れによる収入３，０３０百万円などにより、２，００４百万円の収入とな

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

ｂ．負債、純資産

キャッシュ・フローの状況

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー
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現時点では、平成20年９月30日に公表しました業績予想の修正は変更しておりません。 

 第３四半期以降につきましては、世界的な金融市場の混乱が実体経済にも影響を及ぼし、さらに景気が

後退するものと予想されます。 

 特に、主力の肥料事業では、第２四半期連結累計期間の前倒出荷の反動、施肥の手控えに伴う需要減少

が見込まれ、原料価格や為替動向も不透明な状況にありますが、収益力の強化などに取り組み、通期の業

績予想値の達成を目指してまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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）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。 

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、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。 

「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 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 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

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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）

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

③リース取引に関する会計基準の適用
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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。 

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。 

（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更
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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 945 1,031 

受取手形及び売掛金 7,707 4,456 

有価証券 26 26 

商品及び製品 4,544 4,379 

半成工事 28 11 

原材料及び貯蔵品 5,130 2,937 

繰延税金資産 242 169 

その他 315 434 

貸倒引当金 △3 △3 

流動資産合計 18,937 13,442 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 2,457 2,521 

機械装置及び運搬具（純額） 1,904 1,955 

土地 4,575 4,608 

その他（純額） 158 132 

有形固定資産合計 9,096 9,217 

無形固定資産 129 132 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,139 2,125 

繰延税金資産 431 427 

その他 309 329 

貸倒引当金 △78 △87 

投資その他の資産合計 2,801 2,795 

固定資産合計 12,027 12,145 

資産合計 30,964 25,587 
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（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 4,926 4,371 

短期借入金 10,421 8,336 

未払金 581 531 

未払費用 395 442 

未払法人税等 1,026 302 

未払消費税等 77 16 

繰延税金負債 0 0 

賞与引当金 346 310 

その他 867 340 

流動負債合計 18,642 14,651 

固定負債 

長期借入金 2,854 2,693 

退職給付引当金 1,303 1,258 

役員退職慰労引当金 75 91 

環境対策引当金 36 36 

負ののれん 10 13 

その他 27 21 

固定負債合計 4,307 4,114 

負債合計 22,949 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 3,694 2,513 

自己株式 △2 △2 

株主資本合計 7,630 6,450 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 337 327 

繰延ヘッジ損益 △9 △12 

評価・換算差額等合計 327 314 

少数株主持分 56 56 

純資産合計 8,014 6,822 

負債純資産合計 30,964 25,587 
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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：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 16,168 

売上原価 11,749 

売上総利益 4,419 

販売費及び一般管理費 

運賃 469 

保管費 221 

役員報酬 73 

給料及び手当 343 

賞与引当金繰入額 128 

退職給付費用 64 

役員退職慰労引当金繰入額 15 

福利厚生費 88 

旅費及び交通費 49 

情報管理費 28 

賃借料 72 

減価償却費 5 

研究開発費 103 

その他 243 

販売費及び一般管理費合計 1,906 

営業利益 2,512 

営業外収益 

受取利息 1 

受取配当金 20 

負ののれん償却額 2 

その他 14 

営業外収益合計 39 

営業外費用 

支払利息 115 

持分法による投資損失 10 

その他 31 

営業外費用合計 158 

経常利益 2,394 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 8 

特別利益合計 8 

特別損失 

固定資産除却損 147 

減損損失 33 

投資有価証券評価損 6 

その他 0 

特別損失合計 187 

税金等調整前四半期純利益 2,214 

法人税、住民税及び事業税 1,008 

法人税等調整額 △87 

法人税等合計 921 

少数株主利益 1 

四半期純利益 1,292 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円） 

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 8,327 

売上原価 5,504 

売上総利益 2,822 

販売費及び一般管理費 

運賃 187 

保管費 104 

役員報酬 35 

給料及び手当 173 

賞与引当金繰入額 80 

退職給付費用 30 

役員退職慰労引当金繰入額 8 

福利厚生費 42 

旅費及び交通費 27 

情報管理費 15 

賃借料 35 

減価償却費 2 

研究開発費 60 

その他 147 

販売費及び一般管理費合計 950 

営業利益 1,872 

営業外収益 

受取利息 0 

受取配当金 1 

受取保険金 7 

負ののれん償却額 1 

その他 3 

営業外収益合計 14 

営業外費用 

支払利息 60 

持分法による投資損失 6 

その他 21 

営業外費用合計 87 

経常利益 1,798 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 6 

特別利益合計 6 

特別損失 

固定資産除却損 140 

減損損失 33 

その他 0 

特別損失合計 174 

税金等調整前四半期純利益 1,630 

法人税、住民税及び事業税 717 

法人税等調整額 △32 

法人税等合計 684 

少数株主利益 0 

四半期純利益 944 
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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 2,214 

減価償却費 327 

減損損失 33 

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） 44 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16 

受取利息及び受取配当金 △22 

支払利息 115 

売上債権の増減額（△は増加） △3,250 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,374 

仕入債務の増減額（△は減少） 555 

その他 879 

小計 △1,488 

法人税等の支払額 △292 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,781 

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 △5 

有価証券の償還による収入 1 

有形固定資産の取得による支出 △264 

有形固定資産の除却による支出 △75 

有形固定資産の売却による収入 4 

無形固定資産の取得による支出 △3 

子会社株式の取得による支出 △15 

利息及び配当金の受取額 22 

その他 20 

投資活動によるキャッシュ・フロー △313 

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 3,030 

短期借入金の返済による支出 △848 

長期借入れによる収入 940 

長期借入金の返済による支出 △875 

利息の支払額 △128 

配当金の支払額 △111 

その他 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,004 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90 

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 942 
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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）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。 

  

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。 

  

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 

  

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) 

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。 

  

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。 

  

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

12,239 2,939 990 16,168 ― 16,168

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

113 464 920 1,498 (1,498) ―

計 12,352 3,403 1,911 17,666 (1,498) 16,168

営業利益 2,624 412 75 3,113 (600) 2,512

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

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 11,537 100.0

Ⅱ 売上原価 9,284 80.5

   売上総利益 2,253 19.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 運賃 412

 ２ 出荷費 210

 ３ 役員報酬 74

 ４ 給与手当 323

 ５ 賞与引当金繰入額 84

 ６ 退職給付費用 63

 ７ 役員退職慰労引当金繰入額 17

 ８ 福利厚生費 80

 ９ 旅費交通費 43

 10 情報管理費 26

 11 賃借料 69

 12 減価償却費 4

 13 研究開発費 88

 14 その他 204 1,702 14.7

   営業利益 550 4.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2

 ２ 受取配当金 26

 ３ その他 35 63 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 105

 ２ 持分法による投資損失 5

 ３ その他 25 136 1.2

   経常利益 478 4.1

Ⅵ 特別利益

 １ その他 2 2 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 24

 ２ 減損損失 40 65 0.6

  税金等調整前中間純利益 414 3.5

  法人税、住民税及び事業税 200

  法人税等調整額 0 200 1.7

  少数株主利益 3 0.0

  中間純利益 210 1.8
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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

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 414

 ２ 減価償却費 294

 ３ 減損損失 40

 ４ 退職給付引当金の増減額（△は減少） 3

 ５ 役員退職慰労引当金の増減額 
   （△は減少）

△43

 ６ 受取利息及び配当金 △28

 ７ 支払利息 105

 ８ 売上債権の増減額（△は増加） △2,226

 ９ たな卸資産の増減額（△は増加） 194

 10 仕入債務の増減額（△は減少） △762

 11 その他 78

    小計 △1,927

  12  法人税等の支払額 △48

 13 法人税等の還付額 127

   営業活動によるキャッシュ・フロー △1,848

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有価証券の売却・償還による収入 1

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △243

 ３ 有形固定資産の撤去による支出 △14

 ４ 有形固定資産の売却による収入 0

 ５ 利息及び配当金の受取額 28

 ６ その他 16

   投資活動によるキャッシュ・フロー △212

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 1,954

 ２ 短期借入金の返済による支出 △69

 ３ 長期借入れによる収入 1,160

 ４ 長期借入金の返済による支出 △889

 ５ 利息の支払額 △105

 ６ その他 △0

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,049

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （△は減少）

△11

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 
  中間期末(期末)残高

1,103
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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 

  

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) 

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。 

  

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

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 9,133 1,734 669 11,537 ─ 11,537

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

74 420 648 1,143 (1,143) ─

計 9,207 2,155 1,318 12,680 (1,143) 11,537

営業費用 8,328 2,005 1,288 11,622 (635) 10,987

営業利益 878 149 30 1,058 (507) 550

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

 
(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 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産数量(ｔ)

肥料事業 55,534

化成品事業 2,759

その他事業 93

合計 58,388

(2) 受注状況

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

肥料事業 6,143

化成品事業 1,778

その他事業 405

合計 8,327

相手先

当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

全国農業協同組合連合会 6,787 81.5
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