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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 25,077 15.6 1,645 305.8 1,676 286.3 821 201.9
20年3月期 21,695 △0.9 405 27.3 433 23.2 271 23.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 38.54 ― 7.3 7.0 6.6
20年3月期 12.75 ― 2.5 1.9 1.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 24,733 11,511 46.5 540.45
20年3月期 23,483 10,980 46.8 515.19

（参考） 自己資本  21年3月期  11,511百万円 20年3月期  10,980百万円

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

21年3月期 480 △659 174 727
20年3月期 318 △630 389 731

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期の期末および年間の配当予想額は未定であります。 
   （詳細は６ページ「利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。） 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 170 62.7 1.5
21年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 340 41.5 3.0

22年3月期 
（予想）

― 5.00 ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

11,200 △11.5 570 △32.0 560 △32.8 280 △40.4 13.15

通期 23,500 △6.3 800 △51.4 800 △52.3 400 △51.3 18.78



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  
（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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3月期 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 174,743株 20年3月期 160,401株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 23,827 11.1 1,575 444.1 1,619 391.0 793 193.2
20年3月期 21,449 △1.0 386 27.5 426 23.0 270 22.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 37.25 ―

20年3月期 12.70 ―

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 23,967 11,415 47.6 535.93
20年3月期 22,645 10,911 48.2 511.96

（参考） 自己資本 21年3月期  11,415百万円 20年3月期  10,911百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、実際に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５ページ「次期業績全般の見通し」をご覧ください。 

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 
累計期間

10,600 △11.6 560 △27.9 560 △28.3 280 △36.9 13.15

通期 22,200 △6.8 770 △51.1 770 △52.4 390 △50.9 18.31



(1）経営成績に関する分析 

１．当期における業績全般の動向 

当連結会計年度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した金融危機の影響が実体

経済にも波及し、急激な円高と需要の減退による輸出および設備投資の減少、企業収益悪化の顕著化、雇用

環境の厳しさから個人消費が一段と冷え込むなど景気は悪化しました。 

当社グループの主力事業分野である肥料業界は、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、昨年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、農産物市況低迷、生産コスト低減運

動に伴う減肥施策などにより依然として減少傾向が続いております。 

このような環境の下、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るとともに、経費

の削減による収益力の向上に注力しました。また非肥料事業分野では化粧品関連製品の商品開発と拡販に努

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改定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確保に努めてきたことが一過性の製造コストの低下に繋がり、大幅な増益となりまし

た。その結果、関連会社整理損89百万円を計上したものの、当連結会計年度の営業成績につきましては、売

上高25,077百万円（前年同期比15.6％増）、営業利益1,645百万円（前年同期比305.8％増）、経常利益1,676

百万円（前年同期比286.3％増）、当期純利益は821百万円（前年同期比201.9％増）となりました。 

  

１．経営成績



２．当期のセグメント別の動向  

（肥料事業）  

農業環境は依然として厳しく、国内の肥料需要は減少傾向が続いております。そのような状況下、当社グループ

は環境保全や省力ニーズに加え、有機栽培、特別栽培等に見られる差別化農産物生産に適した有機関連製品の拡販

と市場の開拓に努めました。その結果、国内農業情勢を反映し、販売数量は減少しましたが、平成20年７月以降の

製品価格の改定により当事業の売上高は20,777百万円（前年同期比22.4％増）となりました。収益面については二

度に亘る製品価格改定と原材料の早期確保が奏功したという一過性のものながら、営業利益は1,668百万円（前年同

期比268.4%増）となりました。 

（飼料事業） 

魚粕・魚粉は市況の下落により販売価格は減少しました。また、発酵飼料は販売数量が減少したものの原料価格

の高騰分を販売価格に転嫁できたことにより、当事業の売上高は1,077百万円（前年同期比14.9％減）、営業利益は

９百万円（前年同期比62.3%増）となりました。 

（物資その他事業） 

育苗培土は取扱いが減少し、販売金額も減少しました。加えて、化粧品関連製品、ＬＰＧ関連機器、食品農産物

についても取扱いが減少したことにより、当事業の売上高は3,222百万円（前年同期比 6.7％減）、営業利益は354

百万円（前年同期比7.3%減）となりました。 

なお、ＬＰＧ機器製造事業については既報のとおり今期末をもって関係会社の株式を譲渡し事業から撤退致しま

した。 

セグメント別売上高明細表
（単位 百万円）

事業区分 

前連結会計年度
（自 19年４月１日 
至 20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 20年４月１日 
至 21年３月31日） 

増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

    
 ％

  
  

 ％

  
  

 ％

  

肥料事業   16,976  78.2  20,777  82.9  3,801  22.4

飼料事業  1,265  5.8  1,077  4.3  △188  △14.9

物資その他事業  3,453  16.0  3,222  12.8  △231  △6.7

計  21,695  100.0  25,077  100.0  3,381  15.6



３．次期業績全般の見通し  

次期の業績全般の見通しにつきましては、国内経済は世界同時不況となった結果、輸出の大幅な落込みにより製造

業を中心に企業業績は大きく悪化し、これに伴う雇用情勢悪化を受けて所得環境が厳しさを増していますが、年度後

半には景気の悪化が底を打ち、回復の兆しが見られると予想されます。肥料業界については、需要の減少傾向が継続

し企業間競争が激化するのに加え、海外肥料原料の変動要因も大きく、当社グループを取巻く事業環境は引き続き厳

しいものと予想されます。 

 このような状況の中、当社グループは「３．経営方針（３）会社の対処すべき課題」に記載しております通り、中

期２ヵ年計画「Forward（フォワード）2010」で掲げた諸施策を着実に推進することで企業体質を強化し収益性の向

上を図ってまいります。 

 通期の連結業績の見通しにつきましては、売上高は23,500百万円（前期比6.3％減）、営業利益は800百万円（前期

比51.4％減）、経常利益は800百万円（前期比52.3％減）、当期純利益は400百万円（前期比51.3％減）を見込んでお

ります。 

 なお、通期の単体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6.8％減）、営業利益は770百万円

（前期比51.1％減）、経常利益は770百万円（前期比52.4％減）、当期純利益は390百万円（前期比50.9％減）を見込

んでおります。 
  
(2）財政状態に関する分析 

①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） 

 当連結会計年度の営業活動による資金の増加は480百万円（前連結会計年度は318百万円の増加）となりました。

これは、「(1）経営成績に関する分析」で記載したとおり、主に大幅な増益による税金等調整前当期純利益1,420

百万円（前期は506百万円）およびたな卸資産の増加（△1,038百万円）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） 

 当連結会計年度の投資活動による資金の減少は659百万円（前連結会計年度は630百万円の減少）となりました。

これは、主に当社千葉工場の化成肥料製造設備の改造、当社姫路工場の化成肥料包装設備の改造、子会社への貸付

け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） 

 当連結会計年度の財務活動による資金の増加は174百万円（前連結会計年度は389百万円の増加）となりました。

これは、主に当社の短期借入金の増加および配当金の支払いなどによるものであります。 

 以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4百万円減少し、727百万円と

なりました。 

②次期の見通し 

 次期の税金等調整前当期純利益は当連結会計年度より減少することを予想しておりますが、たな卸資産の圧縮に

努め、設備投資による支出は減価償却費の範囲内を予定しておりますので、次期の現金及び現金同等物は、当連結

会計年度末よりやや増加する見込みで900百万円程度になると予想しております。 

③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。 

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
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。 
※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
※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。 

  
前連結会計年度
（平成20年３月期） 

当連結会計年度
（平成21年３月期） 

自己資本比率（％） 46.8 46.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 21.4 27.4 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 16.4 11.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.5 7.5 



（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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、配当性向の目標を50％（連結ベース）としておりますが、当期の期末配当金につき

ましては、今後の経営環境等も総合的に勘案し、１株につき８円とさせていただく予定であります。これにより、中

間配当金８円を加えた年間配当金は、１株につき16円となる予定であります。 

 また、現在のところ、次期の配当につきましては、不安定な原燃料市況や厳しい事業環境が予想されることから、

中間配当については１株につき５円を予定しておりますが、期末配当については未定とさせていただきます。 

 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。 

  

（4）事業等のリスク 

  事業等のリスクにつきましては、平成20年３月期有価証券報告書（平成20年６月25日関東財務局長に提出）記載内

容から重要な変更がないため、開示を省略します。 

当該有価証券報告書は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

    http://www.chikkarin.co.jp 

  



 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１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。 

    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。 

 
  

２．企業集団の状況

〔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。 

〔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、株式会社関東片倉製作所

（関連会社）が製造している自動車用ＬＰＧ容器の一部を販売しておりましたが、平成21

年３月31日をもって株式を譲渡し事業から撤退致しました。また、総合リース業は株式会

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。 



(1）会社の経営の基本方針 

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な企業活動に取組み、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）中長期的な会社の経営戦略および目標とする経営指標 

当社グループは、中長期的な経営ビジョンとして「2010年公正かつ魅力溢れ躍動する企業へ」をスローガンとし

て、急激な環境変化への適応性の向上と新たな成長を目指し企業体質の改善強化を図るべく、本年４月より平成22
年度を最終年度とする新中期事業計画「Forward（フォワード）2010」を策定しております。社内に蓄積されたノウ

ハウ・技術を最大限に活用し、量から質へ、徹底した営業力の強化と製販体制の効率化の追求による収益力の向上を

目指すことを基本方針としており、２ヵ年累計の連結純利益10億円を目標としております。 

  

（3）会社の対処すべき課題 

政府は平成20肥料年度の肥料価格高騰に伴う農業経営への影響を緩和する緊急対策を講じており、平成21年春に

肥料を施用する平成21年産の水稲などにおける施肥低減への取組を支援しております。新規事業としては、世界の

食料需要のひっ迫傾向、わが国の農地面積の減少等、食料および農業をめぐる諸情勢が変化する中で、食料自給率

をアップさせるためには、農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用が重要との認識のもとに、耕作放棄

地の再生・利用のための支援措置が打ち出されております。 

しかし、国内の肥料需要は担い手不足や高齢化、輸入農産物の増加、少子高齢化に伴う食料消費の減少、農業経

営基盤改善を目的とした生産コスト低減運動等により引続き減少傾向が続くものと予測されます。 

また、暴騰した尿素、燐安等の原料価格が昨年秋以降大幅下落し、平成21肥料年度の価格改定が値下げとなる可

能性が大きいことから買い控え等による需要減や値下げ幅によっては大幅な収益悪化を招く可能性があります。 

このような状況下、当社グループは、急激な環境変化への適応性の向上と新たな成長を目指し企業体質の改善強

化を図るべく、本年４月より新中期事業計画「Forward（フォワード）2010」をスタート致しました。社内に蓄積さ

れたノウハウ・技術を最大限に活用し、量から質へ、徹底した営業力の強化と製販体制の効率化の追求による収益

力の向上を目指すことを基本方針としております。 

コア事業である肥料事業分野では引き続き「安全・安心・良食味」に資する有機関連製品の拡販、全国に配置し

た製造・営業拠点を最大限に活かし、技術面でのサービスを中心とした生産者ニーズに応える提案型営業活動の推

進をしてまいります。加えて高付加価値製品のさらなる差別化、未利用資源の有効活用、新たな販売拠点の構築に

よる地域密着の販売力の強化、他社との業務提携等、経営資源をフル活用して一層の競争力の強化と収益性の向上

を目指してまいります。 

非肥料事業分野では、有機原料活用の技術を生かし天然素材由来の化粧品原料の拡販、新たな原料および用途の

開発等、新素材事業の拡大に加え、保有不動産の効率的な運用と新たな事業開発による収益基盤の多様化に努めて

まいります。 

製造部門においては、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）運動を継続するとともに、全部門において一層の総事業コストの削減、生産・流通面での

効率化を図り収益の拡大に努めてまいります。 

さらに、将来にわたって社会からの信頼を維持していくため、企業の社会的責任を最重要視し、公明正大な事業

活動を通して企業価値の向上を図ってまいる所存です。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 785 781

受取手形及び売掛金 6,506 6,900

たな卸資産 5,487 －

商品及び製品 － 3,247

仕掛品 － 197

原材料及び貯蔵品 － 3,080

繰延税金資産 121 192

その他 729 891

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 13,628 15,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  8,438 ※2  8,431

減価償却累計額 △5,548 △5,644

建物及び構築物（純額） ※2  2,889 ※2  2,787

機械装置及び運搬具 ※2  11,197 ※2  10,838

減価償却累計額 △9,284 △9,130

機械装置及び運搬具（純額） ※2  1,912 ※2  1,708

土地 ※2  3,489 ※2  3,484

リース資産 － 49

減価償却累計額 － △6

リース資産（純額） － 43

その他 441 443

減価償却累計額 △389 △383

その他（純額） 52 59

有形固定資産合計 8,343 8,083

無形固定資産   

その他 26 26

無形固定資産合計 26 26

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  782 ※1  618

繰延税金資産 464 466

その他 277 291

貸倒引当金 △39 △41

投資その他の資産合計 1,484 1,334

固定資産合計 9,855 9,443

資産合計 23,483 24,733



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,213 4,004

短期借入金 ※5  4,889 ※5  5,374

リース債務 － 10

未払法人税等 117 583

賞与引当金 159 190

その他 1,673 1,656

流動負債合計 11,053 11,819

固定負債   

長期借入金 78 28

リース債務 － 35

退職給付引当金 691 693

役員退職慰労引当金 161 148

その他 517 496

固定負債合計 1,449 1,401

負債合計 12,503 13,221

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 4,348 4,914

自己株式 △57 △62

株主資本合計 10,924 11,485

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55 26

評価・換算差額等合計 55 26

純資産合計 10,980 11,511

負債純資産合計 23,483 24,733



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 21,695 25,077

売上原価 17,766 19,849

売上総利益 3,929 5,228

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  3,524 ※1, ※2  3,583

営業利益 405 1,645

営業外収益   

受取利息 10 13

受取配当金 11 9

受取賃貸料 26 17

受取補償料 9 －

受取保険金 － 25

その他 37 45

営業外収益合計 94 110

営業外費用   

支払利息 57 64

その他 8 15

営業外費用合計 65 79

経常利益 433 1,676

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 0

固定資産売却益 ※3  19 ※3  54

不動産賃貸契約違約金 68 －

ＬＰＧ営業譲渡益 20 －

その他 2 －

特別利益合計 111 54

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  37 ※4  132

投資有価証券評価損 － 74

関係会社整理損 － 89

その他 1 13

特別損失合計 39 309

税金等調整前当期純利益 506 1,420

法人税、住民税及び事業税 196 652

法人税等調整額 38 △52

法人税等合計 234 599

当期純利益 271 821



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,549 3,549

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,549 3,549

資本剰余金   

前期末残高 3,084 3,084

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 3,084 3,084

利益剰余金   

前期末残高 4,247 4,348

当期変動額   

剰余金の配当 △85 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △170

当期純利益 271 821

当期変動額合計 101 565

当期末残高 4,348 4,914

自己株式   

前期末残高 △52 △57

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △6

自己株式の処分 0 2

当期変動額合計 △5 △4

当期末残高 △57 △62

株主資本合計   

前期末残高 10,828 10,924

当期変動額   

剰余金の配当 △85 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △170

当期純利益 271 821

自己株式の取得 △5 △6

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 96 560

当期末残高 10,924 11,485



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 206 55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 △29

当期変動額合計 △150 △29

当期末残高 55 26

純資産合計   

前期末残高 11,035 10,980

当期変動額   

剰余金の配当 △85 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △170

当期純利益 271 821

自己株式の取得 △5 △6

自己株式の処分 0 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 △29

当期変動額合計 △54 530

当期末残高 10,980 11,511



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４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   

税金等調整前当期純利益 506 1,420

減価償却費 620 634

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54 1

受取利息及び受取配当金 △21 △23

支払利息 57 64

有形固定資産売却損益（△は益） △19 △54

有形固定資産処分損益（△は益） 22 106

不動産賃貸契約違約金 △68 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 74

関係会社整理損 － 39

売上債権の増減額（△は増加） 131 △433

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,230 △1,038

仕入債務の増減額（△は減少） 467 △209

未収消費税等の増減額（△は増加） △26 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △36 104

その他 164 19

小計 506 708

利息及び配当金の受取額 19 23

利息の支払額 △58 △64

法人税等の支払額 △149 △187

営業活動によるキャッシュ・フロー 318 480

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 △54

定期預金の払戻による収入 54 54

有形固定資産の取得による支出 △487 △492

有形固定資産の売却による収入 26 90

投資有価証券の取得による支出 △21 △0

貸付けによる支出 △60 △244

長期預り保証金の返還による支出 △139 △11

長期預り敷金による収入 34 －

その他 16 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △630 △659

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） 585 455

長期借入金の返済による支出 △19 △19

自己株式の取得による支出 △5 △6

自己株式の売却による収入 0 1

配当金の支払額 △170 △255

財務活動によるキャッシュ・フロー 389 174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77 △4

現金及び現金同等物の期首残高 654 731

現金及び現金同等物の期末残高 731 727



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 

１社

(1）連結子会社の数 

１社

  連結子会社の名称 

大日本産肥株式会社 

連結子会社の名称 

 左記に同じ。 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

株式会社カタクラフーズ 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

 左記に同じ。 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 左記に同じ。 

２．持分法の適用に関する事項  持分法を適用していない非連結子会社

（株式会社カタクラフーズ）及び関連会

社（株式会社関東片倉製作所他）は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表に

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。 

 持分法を適用していない非連結子会社

（株式会社カタクラフーズ）及び関連会

社（株式会社トライムコーポレーショ

ン）は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結

財務諸表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。 

 なお、前連結会計年度まで関連会社で

あった株式会社関東片倉製作所は平成21

年３月31日付で所有株式、全株を譲渡し

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 

イ．有価証券 

(イ）子会社株式及び関連会社株式 

評価基準 原価法 

評価方法 移動平均法  

イ．有価証券 

(イ）子会社株式及び関連会社株式  

   左記に同じ。 

  (ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末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、売却原価は移動

平均法により算定） 

(ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 

 左記に同じ。 

  時価のないもの 

評価基準 原価法 

評価方法 移動平均法 

時価のないもの 

 左記に同じ。 

  ロ．たな卸資産 

評価基準  原価法 

  

  

評価方法  総平均法 

ロ．たな卸資産 

評価基準  原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

評価方法  総平均法   



  

  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

イ．有形固定資産 

 定率法 

 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(建

物附属設備を除く。)については、定

額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

イ．有形固定資産(リース資産を除く) 

  定率法 

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(建

物附属設備を除く。)については、定

額法を採用しております。  

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。  

建物及び構築物 10～35年

機械装置及び運搬具 ４～15年

  建物及び構築物     10～35年 

  機械装置及び運搬具   ４～15年 

  （会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、平

成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当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、「４．連結財務諸表 注記事項

（セグメント情報）」に記載しており

ます。 

 

   （追加情報） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得原価の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度から、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。この

結果従来の方法に比べ、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益が

それぞれ51百万円減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影響

は、「４．連結財務諸表 注記事項

（セグメント情報）」に記載しており

ます。  

  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ロ．無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

  

ロ．無形固定資産 

 左記に同じ。 

  

  ハ．リース資産  

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 

 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。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。 

(3）重要な引当金の計上基準 イ．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。 

イ．貸倒引当金 

 左記に同じ。 

  ロ．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期の負担

額を計上しております。 

ロ．賞与引当金 

 左記に同じ。 

  ハ．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

及び年金資産の見込額に基づき計上し

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。 

ハ．退職給付引当金 

 左記に同じ。 

  ニ．役員退職慰労引当金 

 当社は役員（執行役員を含む）の退

職により支給する退職慰労金に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

ニ．役員退職慰労引当金 

 左記に同じ。 



  

  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(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）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

左記に同じ。 

４．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

左記に同じ。 

５．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

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ヶ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。 

左記に同じ。 

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

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

  

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(たな卸資産の評価基準) 

 当連結会計年度より「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日公表分)を

適用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

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、「４．連結財

務諸表 注記事項（セグメント情報）」に記載しており

ます。 

(リース取引に関する会計基準) 

 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、当連結会計年度より、「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、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

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、「４．連結財

務諸表 注記事項（セグメント情報）」に記載しており

ます。 



  

  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── 

  

 (連結貸借対照表関係) 

   財務諸表等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)が適用になることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品及

び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資

産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料

及び貯蔵品」は、それぞれ2,692百万円、205百万円、

2,589百万円であります。 

  

（連結損益計算書関係） 

  前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

ておりました「受取賃貸料」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における「受取賃貸料」の金

額は７百万円であります。 

  

―――――― 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  前連結会計年度において、「投資活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有

形固定資産の売却による収入」（12百万円）は重要性

が増加したため、当連結会計年度から区分掲記してお

ります。 

―――――― 

  

  

  

  

  



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式） 239百万円 投資有価証券（株式） 199百万円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

建物 104百万円

機械及び装置 103  

土地 234  

計 443  

建物 97百万円

機械及び装置 86  

土地 234  

計 419  

 上記物件について、短期借入金320百万円、１年

内返済予定の長期借入金19百万円、長期借入金 

48百万円の担保に供しております。 

 上記物件について、短期借入金275百万円、１年

内返済予定の長期借入金19百万円、長期借入金 

28百万円の担保に供しております。 

 ３．保証債務 

 次の連結会社以外の会社の金融機関からの借入に

対し、債務の連帯保証を行っております。 

 ３．保証債務 

     株式会社トライムコーポレーションの銀行借入  

７百万円に対して保証類似行為を行っております。

株式会社関東片倉製作所 15百万円   

 この他、株式会社トライムコーポレーションの銀

行借入６百万円に対して保証類似行為を行っており

ます。 

  

４. 受取手形割引高 170百万円 ４. 受取手形割引高 155百万円

※５．コミットメントラインの設定について 

 当社においては、資金調達の機動性、安定性の確

保及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。  

 当連結会計年度末における借入未実行残高は次の

とおりであります。 

※５．コミットメントラインの設定について 

 当社においては、資金調達の機動性、安定性の確

保及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。 

 当連結会計年度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 4,000百万円

借入実行残高 4,000  

差引額 －  

総貸付極度額 4,000百万円

借入実行残高 4,000  

差引額 －  



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

運賃 843百万円 

給与手当及び賞与 880  

賞与引当金繰入額 69  

退職給付費用 66  

役員退職慰労引当金繰入額 76  

研究開発費 184  

運賃 819百万円 

給与手当及び賞与 988  

賞与引当金繰入額 78  

退職給付費用 88  

役員退職慰労引当金繰入額 59  

研究開発費 192  

 なお、研究開発費のうちには、賞与引当金繰入額

６百万円、退職給付費用７百万円を含んでおりま

す。 

 なお、研究開発費のうちには、賞与引当金繰入額

８百万円、退職給付費用８百万円を含んでおりま

す。 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額                百万円 184

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額               百万円 192

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

土地 19百万円 

車両運搬具 0百万円 

計 19  

土地 53百万円 

車両運搬具 1百万円 

計 54  

※４．固定資産売却損（０百万円）及び廃棄損（36百万

円）の内訳は、次のとおりであります。 

※４．固定資産売却損（０百万円）及び廃棄損(撤去費用

含む)(132百万円)の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 9百万円 

機械装置 25  

構築物ほか 3  

計 37  

建物 19百万円 

機械装置 59  

構築物ほか 53  

計 132  



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加16,216株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。また、普通株

式の自己株式の減少636株は、単元未満株式の売渡請求によるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
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  144,821  16,216  636  160,401

合計  144,821  16,216  636  160,401

  
（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19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  85  4 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

平成19年11月14日 

取締役会 
普通株式  85  4 平成19年９月30日 平成19年12月３日 

  
（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20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  85 利益剰余金  4 平成20年３月31日 平成20年６月26日



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加18,750株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。また、普通株

式の自己株式の減少4,408株は、単元未満株式の売渡請求によるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
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  160,401  18,750  4,408  174,743

合計  160,401  18,750  4,408  174,743

  
（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20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  85  4 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  170  8 平成20年９月30日 平成20年12月１日 

  
（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21年６月24日 

定時株主総会予定 
普通株式  170 利益剰余金  8 平成21年３月31日 平成21年６月25日



  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 785百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △54  

現金及び現金同等物 731  

現金及び預金勘定 781百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △54  

現金及び現金同等物 727  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 

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 

（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

いるもの） 

  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具  78  35  42

その他  159  43  115

合計  237  79  158

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具  65  36  28

その他  159  75  83

合計  224  112  111

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 45百万円 

１年超 117  

合計 163  

１年内 45百万円 

１年超 72  

合計 117  

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 48百万円 

減価償却費相当額 42  

支払利息相当額 8  

支払リース料 54百万円 

減価償却費相当額 46  

支払利息相当額 8  

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 左記に同じ。 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

 左記に同じ。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

 左記に同じ。 



前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式  145  319  173

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  145  319  173

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1）株式  262  184  △78

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  262  184  △78

合計  408  503  94

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式  39



当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

  種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式  176  267  90

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  176  267  90

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1）株式  158  111  △46

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  158  111  △46

合計  334  379  44

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式  39

（デリバティブ取引関係）



１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 なお、当社は退職給付信託を設定しております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

  

３．退職給付費用に関する事項 

 （注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

（退職給付関係）

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

(1）退職給付債務（百万円）  △2,289  △2,265

(2）年金資産（百万円）  1,150  801

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円）  △1,139  △1,464

(4）未認識数理計算上の差異（百万円）  447  771

(5）退職給付引当金 (3)＋(4)（百万円）  △691  △693

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(1）勤務費用 (注)（百万円）  111  111

(2）利息費用（百万円）  53  56

(3）期待運用収益（百万円）  △19  △22

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  31  83

(5）退職給付費用（1)＋(2)＋(3)＋(4)（百万円）  176  228

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

(1）割引率（％）  2.5  2.5

(2）期待運用収益率（％）  1.3  2.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 左記に同じ。 

(4）数理計算上の差異の処理年数 10年（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。） 

左記に同じ。 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

前連結会計年度 

(平成20年３月31日現在) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日現在) 

繰延税金資産（流動）     

賞与引当金  73 百万円 

その他  47   

繰延税金資産合計  121   

繰延税金資産（固定）     

役員退慰労与引当金  66   

退職給付引当金  428   

その他  64   

繰延税金資産小計  558   

繰延税金負債（固定）     

圧縮記帳積立金  △55   

その他有価証券評価差額金  △38   

繰延税金負債小計  △94   

繰延税金資産(固定)の純額  464   

繰延税金資産（流動）     

賞与引当金  87 百万円 

その他  105   

繰延税金資産合計  192   

繰延税金資産（固定）     

役員退慰労与引当金  60   

退職給付引当金  435   

その他  55   

繰延税金資産小計  551   

繰延税金負債（固定）     

圧縮記帳積立金  △67   

その他有価証券評価差額金  △18   

繰延税金負債小計  △85   

繰延税金資産(固定)の純額  466   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

前連結会計年度 

(平成20年３月31日現在) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日現在) 

  

法定実効税率  41.0 ％ 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入

されない項目 
 3.5   

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目 
 △0.9   

住民税均等割等  4.9   

試験研究費の総額等に係る

税額控除 
 △2.3   

その他  0.1   

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
 46.3   

法定実効税率  41.0 ％ 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入

されない項目 
 1.1   

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目 
 △0.3   

住民税均等割等  1.8   

試験研究費の総額等に係る

税額控除 
 △0.9   

その他  △0.5   

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
 42.2   



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

   

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  16,976  1,265  3,453  21,695  －  21,695

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  16,976  1,265  3,453  21,695  －  21,695

営業費用  16,523  1,260  3,071  20,855  435  21,290

営業利益  452  5  381  840 (435)  405

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  17,105  457  2,977  20,540  2,943  23,483

減価償却費  508  4  98  611  8  620

資本的支出  460  －  64  524  9  534

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  20,777  1,077  3,222  25,077  －  25,077

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  20,777  1,077  3,222  25,077  －  25,077

営業費用  19,108  1,067  2,868  23,045  387  23,432

営業利益  1,668  9  354  2,032 (387)  1,645

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  18,375  379  2,845  21,600  3,132  24,733

減価償却費  523  3  95  623  10  634

資本的支出  384  3  64  452  24  476



 （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 

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

５．会計処理の方法の変更 

    前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  有形固定資産の減価償却の方法の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び連結子会社は、法人税法 

 の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法

 人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる、営業費用及び営業利益に与える影響は軽

 微であります。 

   （追加情報） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び連結子会社は、法人税法 

 の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方

 法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度から、取得価額の５％相当額と備

 忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる、当連結

 会計年度の営業費用は、肥料事業が36百万円、物資その他事業が14百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額

 減少しております。 
  
 当連結会計年度 （自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  たな卸資産の評価に関する会計基準 

   「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「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、営業費用及び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 

   「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「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、営業費用及び営業利益に与える影響は軽微であります。 

   

 前連結会計年度及び当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。 

  

 前連結会計年度及び当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。 

  

(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 

  
前連結会計
年度 
（百万円） 

当連結会計
年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
 435  387

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 

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額 
 2,943  3,132

提出会社の余裕資金（現金及び預金）長期

投資資金（投資有価証券）及び管理部門に

係る資産等 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



 （注）資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受入れておりません。 

  

 （注）資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受入れておりません。 

  

  

（関連当事者情報）

     前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）  

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円) 

役員の兼
任等 
（人） 

事業上の
関係 

子会社 
㈱カタクラ 

フーズ 

北海道 

稚内市 
 200

飼料事業 

食品事業  

（所有） 

直接  96.3

  兼任  

  ２名  

飼料の 

製造委託

 資金の 

 貸付 

 資金の貸付

（注） 
  － 短期貸付金   554

 利息の受取

（注） 
  8  －  －

     当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）  

属性 会社等の 
名称 住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)
役員の兼
任等 
（人） 

事業上の
関係 

子会社 
㈱カタクラ 

フーズ 

北海道 

稚内市 
 200

飼料事業 

食品事業  

（所有） 

直接 96.3

  兼任  

  １名  

飼料の 

製造委託

 資金の 

 貸付 

 資金の貸付

（注） 
  － 短期貸付金   778

 利息の受取

（注） 
 10  －  －



 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 515円19銭 540円45銭 

１株当たり当期純利益金額 12円75銭 38円54銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 左記に同じ。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  10,980  11,511

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  10,980  11,511

普通株式の発行済株式数（千株）  21,474  21,474

普通株式の自己株式数（千株）  160  174

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末普通株

式の数 （千株） 
 21,314  21,299

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  271  821

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  271  821

普通株式の期中平均株式数（千株）  21,320  21,306

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 751 755

受取手形 295 291

売掛金 6,024 6,439

商品 73 －

製品 2,484 －

原材料 2,377 －

商品及び製品 － 3,103

仕掛品 205 197

貯蔵品 18 －

原材料及び貯蔵品 － 2,905

前払費用 46 38

繰延税金資産 115 185

短期貸付金 554 783

その他 117 69

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 13,062 14,767

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,637 6,635

減価償却累計額 △4,157 △4,238

建物（純額） 2,480 2,397

構築物 1,551 1,545

減価償却累計額 △1,264 △1,269

構築物（純額） 287 275

機械及び装置 10,490 10,224

減価償却累計額 △8,767 △8,658

機械及び装置（純額） 1,722 1,566

車両運搬具 221 150

減価償却累計額 △182 △140

車両運搬具（純額） 38 10



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

工具、器具及び備品 423 430

減価償却累計額 △378 △377

工具、器具及び備品（純額） 45 52

土地 3,254 3,249

リース資産 － 49

減価償却累計額 － △6

リース資産（純額） － 43

建設仮勘定 0 2

有形固定資産合計 7,829 7,597

無形固定資産   

借地権 12 12

ソフトウエア 1 1

その他 12 12

無形固定資産合計 25 26

投資その他の資産   

投資有価証券 542 418

関係会社株式 493 453

出資金 2 2

長期営業債権 0 0

長期貸付金 － 15

長期前払費用 5 3

繰延税金資産 454 455

敷金 67 66

その他 201 202

貸倒引当金 △39 △41

投資その他の資産合計 1,727 1,575

固定資産合計 9,582 9,199

資産合計 22,645 23,967



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 114 107

買掛金 3,843 3,745

短期借入金 4,500 5,000

1年内返済予定の長期借入金 － 30

リース債務 － 10

未払金 910 802

未払費用 79 82

未払法人税等 114 558

未払消費税等 － 91

前受金 132 92

預り金 170 182

前受収益 8 8

賞与引当金 148 178

従業員預り金 235 225

設備関係支払手形 94 9

その他 6 79

流動負債合計 10,357 11,205

固定負債   

長期借入金 30 －

長期前受収益 22 13

リース債務 － 35

退職給付引当金 666 665

役員退職慰労引当金 161 148

長期預り保証金 55 43

長期預り敷金 439 439

固定負債合計 1,375 1,346

負債合計 11,733 12,551



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,549 3,549

資本剰余金   

資本準備金 3,072 3,072

その他資本剰余金 11 11

資本剰余金合計 3,084 3,084

利益剰余金   

利益準備金 290 290

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 80 96

別途積立金 3,513 3,563

繰越利益剰余金 395 867

利益剰余金合計 4,280 4,818

自己株式 △57 △62

株主資本合計 10,855 11,389

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55 26

評価・換算差額等合計 55 26

純資産合計 10,911 11,415

負債純資産合計 22,645 23,967



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 4,628 3,317

製品売上高 16,821 20,510

売上高合計 21,449 23,827

売上原価   

商品期首たな卸高 85 73

当期商品仕入高 4,350 3,059

合計 4,436 3,133

商品期末たな卸高 73 68

商品売上原価 4,363 3,064

製品期首たな卸高 2,287 2,484

当期製品製造原価 13,519 16,170

合計 15,806 18,655

製品期末たな卸高 2,484 3,034

原価差額配賦前売上原価 13,322 15,620

原価差額 △20 100

製品売上原価 13,301 15,720

売上原価合計 17,664 18,785

売上総利益 3,784 5,042

販売費及び一般管理費 3,398 3,466

営業利益 386 1,575

営業外収益   

受取利息 10 14

受取配当金 15 14

受取賃貸料 24 16

受取補償料 9 －

受取保険金 － 25

雑収入 35 44

営業外収益合計 96 114

営業外費用   

支払利息 49 56

売上割引 1 2

雑損失 5 11

営業外費用合計 56 70

経常利益 426 1,619



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 0

固定資産売却益 19 54

不動産賃貸契約違約金 68 －

ＬＰＧ営業譲渡益 20 －

その他 2 －

特別利益合計 111 54

特別損失   

固定資産除売却損 36 128

投資有価証券評価損 － 74

関係会社整理損 － 89

その他 1 11

特別損失合計 38 304

税引前当期純利益 499 1,369

法人税、住民税及び事業税 189 625

法人税等調整額 38 △50

法人税等合計 228 575

当期純利益 270 793



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,549 3,549

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,549 3,549

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,072 3,072

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,072 3,072

その他資本剰余金   

前期末残高 11 11

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 11 11

資本剰余金合計   

前期末残高 3,084 3,084

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 3,084 3,084

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 290 290

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 290 290

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 87 80

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 － 27

圧縮記帳積立金の取崩 △7 △10

当期変動額合計 △7 16

当期末残高 80 96

別途積立金   

前期末残高 3,463 3,513

当期変動額   

別途積立金の積立 50 50

当期変動額合計 50 50

当期末残高 3,513 3,563



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 337 395

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 － △27

圧縮記帳積立金の取崩 7 10

別途積立金の積立 △50 △50

剰余金の配当 △85 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △170

当期純利益 270 793

当期変動額合計 58 471

当期末残高 395 867

利益剰余金合計   

前期末残高 4,179 4,280

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △85 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △170

当期純利益 270 793

当期変動額合計 100 537

当期末残高 4,280 4,818

自己株式   

前期末残高 △52 △57

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △6

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △5 △4

当期末残高 △57 △62

株主資本合計   

前期末残高 10,760 10,855

当期変動額   

剰余金の配当 △85 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △170

当期純利益 270 793

自己株式の取得 △5 △6

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 95 533

当期末残高 10,855 11,389



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 206 55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 △29

当期変動額合計 △150 △29

当期末残高 55 26

純資産合計   

前期末残高 10,967 10,911

当期変動額   

剰余金の配当 △85 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △170

当期純利益 270 793

自己株式の取得 △5 △6

自己株式の処分 0 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 △29

当期変動額合計 △55 503

当期末残高 10,911 11,415



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



(1）役員の異動 

 （平成21年６月24日付予定） 

 （１）代表者の異動 

 （２）その他役員の異動   

   

  

６．その他

・退任予定代表取締役     

  代表取締役専務取締役 

  社長補佐 

    生産技術本部・筑波総合研究所・

    グリーンシステム本部管掌役員 

    ＣＳＲ委員会委員長 

たどころ  まさひろ

田所 正尋 

  

  

     

・新任取締役候補     

取締役 

肥料本部長(兼)肥料業務部長 

  

おのでら  もりよし

小野寺 保良 
   現 執行役員 肥料本部副本部長 

(兼)肥料業務部長 

取締役 

生産技術本部長(兼)生産技術部長

  

さくま     おさむ   

佐久間 藏 
   現 執行役員 生産技術本部長 

(兼)生産技術部長 

      

取締役（非常勤）     

（社外取締役）  

  

かしわだ くにお

柏田 邦夫  
現 昭和電工株式会社 

常勤監査役 兼任 

  

・退任予定取締役     

取締役（非常勤） 

（社外取締役） 

  

きよの みのる

    清野 實 
  

・新任監査役候補     

監査役（非常勤） 

（社外監査役） 

  

おぐら まさし

    小倉 理司 
現 丸紅株式会社 

  化学品総括部部長代理 兼任   

・退任予定監査役     

監査役（非常勤） 

（社外監査役） 

  

とよだ こうじ

  豊田 孝二 
  

・昇任予定取締役     

常務取締役 財経本部・ 

業務システム室管掌役員 

  

しまだ ゆたか

  嶋田 豊 
現 取締役 財経本部・ 

業務システム室管掌役員    

常務取締役 肥料本部・ 

生産技術本部管掌役員 

  

いとう けい

  伊藤 敬  
現  取締役 肥料本部長 
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