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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3月31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9月期第2四半期 12,572 ― 1,885 ― 2,161 ― 1,244 ―

20年9月期第2四半期 9,040 △6.3 1,023 27.2 1,155 8.6 733 25.5

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9月期第2四半期 43.06 ―

20年9月期第2四半期 25.31 ―

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9月期第2四半期 46,758 38,299 81.9 1,328.08
20年9月期 45,078 37,738 83.7 1,301.48

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  38,299百万円 20年9月期  37,738百万円

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  
 

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9月期 ― 8.00 ― 12.00 20.00
21年9月期 ― 8.00

21年9月期 
（予想）

― 8.00 16.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 31.0 2,000 △21.3 2,200 △21.4 1,320 △9.5 45.77
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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  無  

(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、４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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・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。 
・上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断しておりますが、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第2四半期 29,201,735株 20年9月期  29,201,735株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  363,313株 20年9月期  204,889株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 28,893,510株 20年9月期第2四半期 28,998,442株
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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、世界的な金融危機に伴う世界同時不況に加えて急激
な円高の影響も重なり、企業収益や雇用情勢が急速に悪化するとともに個人消費も一段と冷え込むなど、
未曾有の厳しい局面を迎えております。 
肥料業界におきましては、世界的な資源価格の高騰などにより、中長期的にも肥料価格の上昇が見込ま

れ、これに対応した省資源型農業への転換が進められる一方、昨年秋以降の主要な輸入原料相場の急落や
円高等を受けた先安見込みによる買い控えが加わり、春の需要期にもかかわらず前例のない低調な推移と
なりました。 
このような状況のもと肥料事業におきましては、従来からの土壌分析や技術指導を伴う営業活動に加

え、弾力的な価格対応により新規開拓を含めた顧客基盤の拡充に注力いたしました。 
不動産等事業におきましても、既存物件の使用価値ならびに稼働率の維持向上に努めますとともに、化

学品事業では、国際市況の動向を踏まえ、大口需要先からの受注の拡大に努めてまいりました。 
この結果、当第2四半期連結累計期間における連結売上高は、125億72百万円（前年同期比39.1%増）、

営業利益は18億85百万円（前年同期比84.2%増）、経常利益は21億61百万円（前年同期比87.1%増）、純利
益12億44百万円（前年同期比69.5%増）となりました。 
※前年同期比増減率は参考として記載しております。 

  
（肥料事業） 
上記のとおり、大幅に需要が減退いたしましたため販売数量は前期を大きく下回りましたが、昨年実施

された製品基準価格の大幅な値上げ効果により増収増益を確保し、売上高83億2百万円（前年同期比24.9%
増）、営業利益14億68百万円（前年同期比108.6%増）を計上することができました。 
（不動産等事業） 
経済情勢を反映して各事業とも減収を余儀なくされましたが、既存物件の経費削減に努めましたとこ

ろ、売上高9億83百万円（前年同期比2.7%減）、営業利益は前年同期と比べて横ばいの4億74百万円となり
ました。 
（化学品事業） 
工業用原料の輸入販売において、昨年来の市況価格の高騰と大口需要先からの安定した受注により、売

上高32億86百万円（前年同期比138.1%増）、営業利益1億84百万円（前年同期比168.7%増）と増収増益を
果たしました。 
  

  

当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの総資産は、前連結会計年度末に比べ16億80百万円増
加し467億58百万円となりました。これは主に、たな卸資産が30億23百万円、受取手形及び売掛金が3億81
百万円、有形固定資産が3億55百万円増加したことや、有価証券が14億13百万円、現金及び預金が9億円24
百万円減少したこと等によるものであります。 
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ11億19百万円増加し84億58百万円となりました。これは

主に、支払手形及び買掛金が13億43百万円増加したこと等によるものであります。 
純資産につきましては、利益剰余金が8億96百万円、自己株式が72百万円増加したことや、その他有価

証券評価差額金が2億62百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ5億60百万円増加し382億
99百万円となりました。この結果、自己資本比率は81.9％（前連結会計年度末83.7％）となりました。 
利益剰余金の変動状況につきましては、四半期純利益の計上により12億44百万円増加し、配当金の支払

いにより3億47百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ8億96百万円増加し220億86百万円となりま
した。 
キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
当第２四半期連結会計期間末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9億23百万円減少し、49億57百万円（前連結会計年度末比15.7％減）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における営業活動による資金の減少は、11億42百万円となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益が20億37百万円ありましたが、仕入債務の増加から売上債権及びたな卸
資産の増加を差し引いた資金の減少が20億61百万円、法人税等の支払により8億35百万円それぞれ資金の
減少があったこと等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における投資活動による資金の増加は、6億26百万円となりました。これは

主に、債券の償還による収入があったことや、名古屋市中区丸の内に建設中の賃貸用オフィスビルに係る
支出及び債券の取得による支出があったこと等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における財務活動による資金の減少は、4億21百万円となりました。これ

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

日東エフシー㈱（4033）平成21年９月期第２四半期決算短信

― 3 ―



は、配当金の支払及び自己株式の取得によるものであります。 
  
  

下半期の見通しにつきましては、世界同時不況の影響下、企業収益が大幅に悪化する中で雇用環境や個
人消費も冷え込み、景気回復の目処も立てられないまま、厳しい状況が継続するものと予想されます。 
肥料事業につきましては、昨年秋以降の原料市況の下落を受けて、7月に予定される定期改定では、製

品基準価格の大幅な引き下げが見込まれますので、不安定な需要動向に柔軟かつ機動的に対応しつつ、新
規顧客の開拓を含めた積極的な営業活動を推進し収益の確保に努めてまいります。また、不動産等事業な
らびに化学品事業におきましても、顧客サービスの向上や需要動向へのきめ細かい対応にそれぞれ注力の
うえ、収益面の改善を図ってまいる所存です。 
通期の業績予想につきましては、平成21年4月22日付「第2四半期業績予想の修正に関するお知らせ」の

とおり、主力の肥料事業におきまして、前例のないほど不安定な今後の価格・需要動向次第で業績がぶれ
る可能性が高く予測が困難なため、平成20年11月14日に発表の業績予想を据え置きとし、合理的見積りが
可能となりました時点で対応させていただきます。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
該当事項はありません。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  

・会計基準等の改正に伴う変更 
①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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。 

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、主として総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、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）に変更しております。これによる
損益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」等の適用 
 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成19年３月30日改正の「リース取引に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 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 企業会計基準適用指針第16号）を早期適用し、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は、リース期
間を耐用年数とし、残存価額を零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開始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。これによる損益
に与える影響はありません。 

  

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

(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
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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：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,957,652 5,881,779

受取手形及び売掛金 6,104,816 5,722,915

有価証券 1,880,484 3,293,648

商品及び製品 4,657,699 2,310,687

仕掛品 353,571 294,826

原材料及び貯蔵品 2,794,403 2,176,469

その他 543,231 370,333

貸倒引当金 △3,431 △2,390

流動資産合計 21,288,426 20,048,271

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,696,065 13,696,065

その他（純額） 5,012,393 4,656,624

有形固定資産合計 18,708,458 18,352,689

無形固定資産 691,700 703,830

投資その他の資産   

投資有価証券 4,916,099 4,992,087

その他 1,171,642 996,126

貸倒引当金 △17,831 △14,673

投資その他の資産合計 6,069,910 5,973,541

固定資産合計 25,470,069 25,030,061

資産合計 46,758,496 45,078,332

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,292,653 2,948,785

未払法人税等 674,262 753,778

賞与引当金 225,334 230,306

役員賞与引当金 － 32,300

その他 1,217,800 1,082,175

流動負債合計 6,410,050 5,047,346

固定負債   

退職給付引当金 50,353 56,923

役員退職慰労引当金 187,578 213,253

負ののれん 8,898 17,797

その他 1,802,005 2,004,073

固定負債合計 2,048,837 2,292,047

負債合計 8,458,887 7,339,393
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,410,675 7,410,675

資本剰余金 9,101,026 9,101,232

利益剰余金 22,086,793 21,190,591

自己株式 △194,016 △121,065

株主資本合計 38,404,479 37,581,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104,970 157,506

繰延ヘッジ損益 99 －

評価・換算差額等合計 △104,870 157,506

純資産合計 38,299,608 37,738,939

負債純資産合計 46,758,496 45,078,332
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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：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 12,572,330

売上原価 9,574,108

売上総利益 2,998,221

販売費及び一般管理費 1,113,076

営業利益 1,885,144

営業外収益  

受取利息 36,401

受取配当金 18,428

負ののれん償却額 8,898

持分法による投資利益 94,452

為替差益 35,803

その他 100,672

営業外収益合計 294,658

営業外費用  

支払利息 63

デリバティブ評価損 9,303

支払補償費 6,000

その他 2,862

営業外費用合計 18,229

経常利益 2,161,573

特別利益  

固定資産売却益 2,268

特別利益合計 2,268

特別損失  

固定資産売却損 56

投資有価証券評価損 123,565

その他 2,697

特別損失合計 126,318

税金等調整前四半期純利益 2,037,523

法人税、住民税及び事業税 756,534

法人税等調整額 36,824

法人税等合計 793,358

四半期純利益 1,244,164
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31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 2,037,523

減価償却費 253,920

負ののれん償却額 △8,898

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,200

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,971

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,569

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,674

受取利息及び受取配当金 △54,830

支払利息 63

持分法による投資損益（△は益） △94,452

売上債権の増減額（△は増加） △381,900

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,023,689

仕入債務の増減額（△は減少） 1,343,867

前受金の増減額（△は減少） △9,833

その他 △350,282

小計 △353,827

利息及び配当金の受取額 46,317

利息の支払額 △63

法人税等の支払額 △835,156

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,142,729

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 1,000

有価証券の取得による支出 △4,279,750

有価証券の売却による収入 5,694,420

有形固定資産の取得による支出 △585,820

有形固定資産の売却による収入 3,975

投資有価証券の取得による支出 △189,273

投資有価証券の売却による収入 13,600

保険積立金の積立による支出 △149,888

保険積立金の払戻による収入 150,178

その他 △31,570

投資活動によるキャッシュ・フロー 626,869

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △73,424

配当金の支払額 △347,962

財務活動によるキャッシュ・フロー △421,386

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △923,127

現金及び現金同等物の期首残高 5,880,779

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,957,652
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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。 

  

該当事項はありません。 
  
  

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10月１日 至 平成21年3月31日） 

 
（注）事業区分は、内部管理上採用している区分により肥料事業（化成肥料、配合肥料、ペレット肥料、液

体肥料、水耕栽培専用肥料、過りん酸石灰、肥料用原料、その他肥料）、不動産等事業（オフィスビ
ル、ビジネスホテル、倉庫・店舗・駐車場の賃貸、運輸・倉庫業）及び化学品事業（工業用原材料、
その他）に分類しております。 
  

  

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

項目
肥料事業 
(千円)

不動産等
事業(千円)

化学品
事業(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

8,302,212 983,425 3,286,692 12,572,330 (―) 12,572,330

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 103,840 ― 103,840 (103,840) ―

計 8,302,212 1,087,266 3,286,692 12,676,170 (103,840) 12,572,330

営業利益 1,468,568 474,055 184,611 2,127,235 (242,090) 1,885,144

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

                            （単位：千円）  

「参考資料」

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円)
百分比
 (％)

Ⅰ 売上高 9,040,198 100.0

Ⅱ 売上原価 6,857,102 75.9

  売上総利益 2,183,095 24.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,159,633 12.8

  営業利益 1,023,461 11.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 31,919

 ２ 受取配当金 16,538

 ３ 負ののれん償却額 34,010

 ４ 持分法による投資利益 53,619

 ５ 受取技術指導料 13,518

 ６ 為替差益 70,357

 ７ 投資事業組合運用益 57,848

 ８ その他 26,720 304,533 3.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4

 ２ デリバティブ評価損 169,508

 ３ その他 3,448 172,961 1.9

  経常利益 1,155,033 12.8

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 1,190

 ２ ゴルフ会員権売却益 197

 ３ 貸倒引当金戻入額 142 1,529 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 1,320

 ２ 固定資産廃棄損 5,648

  ３ 投資有価証券評価損 7,028

 ４ ゴルフ会員権評価損 300

 ５ ゴルフ会員権売却損 47 14,344 0.2

  税金等調整前中間純利益 1,142,218 12.6

  法人税、住民税及び事業税 361,701

  法人税等調整額 46,664 408,366 4.5

  中間純利益 733,852 8.1
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                         （単位：千円） 

(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10月１日
至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  １ 税金等調整前中間純利益 1,142,218

 ２ 減価償却費 258,377

 ３ 長期前払費用償却費 18,263

 ４  負ののれん償却額 △34,010

 ５ 貸倒引当金の増減額(減少：△) △142

 ６ 賞与引当金の増減額(減少：△) △6,957

  ７ 役員賞与引当金の増減額(減少：△) △18,850

 ８ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 330

 ９ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △35,904

 10 受取利息及び受取配当金 △48,457

 11 支払利息 4

 12 持分法による投資損益(利益：△) △53,619

 13 固定資産売却益 △1,190

 14 固定資産売却損 1,320

 15  固定資産廃棄損 5,648

 16 売上債権の増減額(増加：△) 215,668

 17 たな卸資産の増減額(増加：△) △1,423,226

 18 仕入債務の増減額(減少：△) 861,517

  19 前受金の増減額(減少：△) 166,134

 20  長期前受収益の増減額(減少：△) △89,010

 21 その他 144,038

    小計 1,102,152

 22 利息及び配当金の受取額 48,092

 23 利息の支払額 △24

 24 法人税等の支払額 △182,853

   営業活動によるキャッシュ・フロー 967,366
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前中間連結会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  １ 定期預金の預入による支出 △1,000

  ２ 有価証券の取得による支出 △4,793,483

  ３ 有価証券の売却等による収入 3,995,236

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △79,488

 ５ 有形固定資産の売却による収入 51,630

 ６ 無形固定資産の取得による支出 △2,522

 ７ 投資有価証券の取得による支出 △998,944

 ８ 投資有価証券の売却等による収入 509,200

 ９ 投資事業組合の分配による収入 172,102

 10 保険積立金の払込による支出 △52

 11 その他(純額) 12,950

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,134,371

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 13,146

 ２ 自己株式の取得による支出(純額) △1,661

 ３ 配当金の支払額 △231,997

   財務活動によるキャッシュ・フロー △220,512

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,242

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △405,759

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,895,033

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,489,274
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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10月１日 至 平成20年3月31日） 

 
  

(3) セグメント情報

項目
肥料事業 
(千円)

不動産等
事業(千円)

化学品
事業(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,649,614 1,010,349 1,380,234 9,040,198 (―) 9,040,198

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 125,885 ― 125,885 (125,885) ―

計 6,649,614 1,136,234 1,380,234 9,166,083 (125,885) 9,040,198

営業費用 5,945,725 662,290 1,311,536 7,919,552 97,183 8,016,736

営業利益 703,888 473,944 68,697 1,246,530 (223,069) 1,023,461
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