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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 32,408 42.7 3,857 371.9 3,575 458.5 1,678 408.8
20年3月期 22,709 4.7 817 52.4 640 68.5 329 140.3

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 29.98 ― 22.3 12.7 11.9
20年3月期 5.89 ― 4.9 2.6 3.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △43百万円 20年3月期  0百万円

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 30,602 8,331 27.0 147.74
20年3月期 25,587 6,822 26.4 120.85

（参考） 自己資本   21年3月期  8,270百万円 20年3月期  6,765百万円

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 406 △685 1,128 1,882
20年3月期 61 △332 189 1,032

2.  配当の状況 

平成20年３月期期末配当金の内訳 記念配当２円００銭 

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 ― ― ― 2.00 2.00 111 34.0 1.6
21年3月期 ― ― ― 2.00 2.00 111 6.7 1.5

22年3月期 
（予想）

― ― ― 2.00 2.00 36.1

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

16,600 ― 390 ― 260 ― 130 ― 2.32

通期 33,700 ― 850 ― 580 ― 310 ― 5.54
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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) 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」をご参照ください。 

(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、２９ページ「１株当たり情報」をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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  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  21,273株 20年3月期  15,288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 30,682 44.8 3,768 432.9 3,530 542.6 1,652 474.2
20年3月期 21,194 6.7 707 87.4 549 133.4 287 324.2

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 29.53 ―

20年3月期 5.14 ―

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 29,154 7,079 24.3 126.46
20年3月期 24,015 5,599 23.3 100.01

（参考） 自己資本 21年3月期  7,079百万円 20年3月期  5,599百万円

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 

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因により予想数値とは異
なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績の分析」をご
参照ください。 

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

16,000 ― 350 ― 240 ― 120 ― 2.14

通期 32,000 ― 740 ― 470 ― 250 ― 4.46
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当連結会計年度のわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した国際的な金融

市場の混乱・経済危機の拡大による信用収縮が実体経済に深刻な影響をおよぼし、景気の後退が加速

しました。国内農業は米をはじめ農産物価格の低迷や生産農家の高齢化に伴う耕作放棄の増加など、

一段と厳しい農業情勢が続いていますが、消費者が求めている「安心・安全」な国産農産物への回帰

や国の進める自給率の向上等、農政面で明るい展望も見え始めました。 

当社企業グループをめぐる経営環境につきましては、主力の肥料事業では、前年に引き続き、ブラ

ジル・ロシア・インド・中国等における経済成長やバイオ燃料の急拡大による世界的な穀物消費の増

加を背景に肥料需要が急増し原材料価格は高騰しました。そのため、原料の大半を輸入に依存してい

る国内肥料業界においては生産コストの上昇が避けられず、大幅な肥料価格改定が実施されました。

しかし、秋以降は世界的に急激な景気落ち込みにより一転して値下がりに転ずるなど情勢は大きく変

化しました。 

このような状況のなかで、当社企業グループ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、開発や生産部門とより一体化した営業体制の強化、肥料原料の情勢変化に対応

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。 

この結果、売上高は、主力事業の肥料事業において肥料価格改定や肥料需要の国産回帰により増収

となったことや、化成品事業もりん酸カルシウムや工業用りん酸が年度前半に好調にあったことか

ら、３２，４０８百万円（前年同期比４２．７％増）となりました。利益面では、売上増収効果に加

え早期段階から原料確保に努めたことおよび、当社企業グループをあげてコスト削減を図り収支の改

善に努めたことにより、経常利益は３，５７５百万円（前年同期比４５８．５％増）、当期純利益は

１，６７８百万円（前年同期比４０８．８％増）となり、目標を超える利益を確保いたしました。 

なお、事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりです。 

厳しい販売環境が続くなかで、輸入肥料の価格高騰の影響を受けた国内肥料への回帰によりほぼ

前年並みの販売数量を維持するとともに、肥料価格改定が寄与し大幅な増収となりました。販売面

では、環境負荷がより少なく、農家ニーズにも対応した有機肥料タイプの基肥一発施肥肥料や畑の

カルシウムなどの機能性商品の拡販に努めました。製品開発面では、野菜の追肥の省力化や大豆・

麦の増収、品質向上に向け、石灰窒素の肥効特性を活かした銘柄の品揃えを進めました。 

この結果、売上高は２４，６４７百万円（前年同期比４１．３％増）となりました。 

年度前半のりん酸原料を中心とした世界的な原料高騰の影響を受け、飼料用りん酸カルシウム、

工業用りん酸の値上げと販売増により、増収となりました。 

 この結果、売上高は５，９０３百万円（前年同期比６１．２％増）となりました。 

多機能性無機素材部門は、新規銘柄の拡販により上期は好調に推移しましたが、下期の自動車お

よび家電関連の急激な落ち込みにより、減収となりました。 

また、工事部門は、新設工事等の受注増により増収となりました。 

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

・当期の経営成績

a.肥料事業

b.化成品事業

c.その他事業
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この結果、売上高は１，８５７百万円（前年同期比１６．０％増）となりました。 

 
なお、当事業年度の個別業績については、売上高は３０，６８２百万円（前年同期比４４．８％

増）となりました。損益については売上増に加え早期段階から原料確保に努めたことおよび、当社

企業グループをあげてコスト削減を図り収支の改善に努めたことにより、経常利益は３，５３０百

万円（前年同期比５４２．６％増）、当期純利益は１，６５２百万円（前年同期比４７４．２％

増）となり、目標を超える利益を確保いたしました。 

  

肥料を取り巻く環境は、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厳しい情勢が

続く中、肥料原料の国際市況が乱高下しており肥料メーカーはかつてない厳しい状況に直面してい

ます。 

当社企業グループはこのような状況のもと、財務体質の改善と株主への利益還元を経営の 重要

課題に掲げ、安定的な収益確保を目指します。 

肥料事業につきましては、昨年の前倒し出荷の反動や肥料価格高騰対策などに基づく減肥による

需要減、海外市況の下落や円高により国内回帰の動きが弱まる事が想定されます。このため、環境

負荷がより少なく農家のニーズにも対応した機能性商品の拡充に努めるとともに、新たに全農が推

進する土壌診断に基づく施肥コスト抑制方針に対応し、りん酸とカリウムの成分を従来より抑えた

低ＰＫ化成を取り扱ってまいります。  

化成品事業につきましては、国内外の販売環境が激変するなかで、当社独自の生産基盤を有する

りん酸カルシウム・工業用りん酸については供給の信頼性の確保を基本に、弾力的な販売対応によ

りシェアの維持に努めてまいります。 

その他事業につきましては、多機能性無機素材部門では今後の需要回復に備えるとともに、新規

顧客獲得に向けた対応を迅速に推し進め、引き続き事業の拡大に努めます。また、工事部門・運送

部門などにつきましても、既存ユーザーの維持拡大を図りつつ新規ユーザーへの対応を迅速に推し

進めてまいります。 

なお、平成20年度からスタートしたＪＡ全農の「バイオ燃料地域利用モデル事業」について、引

き続き当社企業グループは工場操業面から積極的に協力してまいります。 

このほか、生産・物流などあらゆる面で業務改善に取り組み、製造コスト、諸経費の削減や有利

子負債の圧縮により収益力の向上と財務内容の改善を図ります。 

連結部門別売上高

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

百万円 百万円 百万円

肥料事業 17,446 24,647 7,200

化成品事業 3,662 5,903 2,241

その他事業 1,600 1,857 256

合計 22,709 32,408 9,699

・次期の見通し

4



次期の見通しは、下記のとおりであります。  

 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて３９．４％増加し、１８，７４２百万円となりました。

増減の主なものは、現金及び預金の増加８５４百万円、商品及び製品の増加７９７百万円、原材料

及び貯蔵品の増加１，１１４百万円、受取手形及び売掛金の増加２，５６９百万円などで、５，２

９９百万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２．４％減少し、１１，８５９百万円となりました。増

減の主なものは、上場株式時価評価差額の減少による投資有価証券の減少１５０百万円などで、２

８５百万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１９．６％増加

し、３０，６０２百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２３．６％増加し、１８，１１５百万円となりました。

増減の主なものは、短期借入金の増加１，５２０百万円、支払手形及び買掛金の増加５８２百万

円、未払法人税等の増加１，１２２百万円などで、３，４６３百万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１．０％増加し、４，１５５百万円となりました。増減

の主なものは、長期借入金の減少４７百万円、退職給付引当金の増加８４百万円などで、４０百万

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１８．７％増加し、２

２，２７０百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて２２．１％増加し、８，３３１百万円となりました。増減

の主なものは、利益剰余金の増加１，５６６百万円などで、１，５０９百万円増加しております。

１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて２６円８９銭増加し、１４７円７４銭となりまし

た。また、自己資本比率は、前連結会計年度末の２６．４％から０．６％増加し２７．０％となり

ました。 

当連結会計年度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８４９百万

円増加し、１，８８２百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況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、４０６百万円の収入（前連結会計年度は６１百万円の収

入）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益３，１４１百万円、減価償却費６４８百万円、仕入

債務の増加５８２百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加２，５６９百万円、たな卸資

産の増加１，９０２百万円であります。 

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

連結業績見通し 33,700 850 580 310

個別業績見通し 32,000 740 470 250

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

a.資産

b.負債

c.純資産 

②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      
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投資活動によるキャッシュ・フローは、６８５百万円の支出（前連結会計年度は３３２百万円の

支出）となりました。 

支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出６４１百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、１，１２８百万円の収入（前連結会計年度は１８９百万

円の収入）となりました。 

収入の主な内訳は、短期借入れによる収入７，０７０百万円であり、支出の主な内訳は、短期借

入金の返済による支出５，４２８百万円、利息の支払額２２９百万円、配当金の支払額１１２百万

円であります。 

  

 

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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

 ※ 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。 

営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー を使用してお

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。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

  

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題のひとつとして位置付け、継続的かつ安定的な

配当を行うことを基本方針としております。 

当社は、年一回の期末配当を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。 

当期は、年度前半の肥料事業、化成品事業が好調に推移したため、通期では前期比増収・増益とな

り、目標を超える利益を確保いたしましたが、財務体質の強化が喫緊の課題となっている状況等を総合

的に勘案し、普通配当として１株当たり２円を実施することといたしました。 

次期配当については、計画利益の確保に努め、期末に１株当たり２円を予定しております。 

  

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

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年３月期 平成18年３月期平成19年３月期 平成20年３月期平成21年３月期

自己資本比率（％） 25.0 28.1 28.1 26.4 27.0

時価ベースの自己資本比率
（％）

54.7 47.7 33.5 31.1 32.9

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年）

8.9 9.3 9.9 180.6 30.7

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

6.8 6.6 5.6 0.3 1.8

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社企業グループの経営成績、株価および財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、当連結会

計年度末（平成21年３月31日）現在において以下のようなものがあります。  

 なお、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に 大限

の努力をする所存であります。  

主力事業である肥料事業は、主原料の大半を輸入に依存しているため、国際市況や為替変動および

フレートなどの動向に大きく影響されます。主原料購入価格などの変動が製品価格に転嫁できない場

合、業績に強い影響を及ぼす可能性があります。 

肥料事業の製品は、主に全国農業協同組合連合会に販売しております。販売依存度（総販売実績に

対する同会への販売実績）の推移は、下記のとおりであり、当連結会計年度においても８０．５％と

高い水準にあります。 

同会は議決権の１２．７％を保有する主要株主であると同時に主な販売先となっており、販売活

動・研究活動をはじめとして緊密な連携を保っております。そのため今後、同会の事業方針、販売施

策などが業績に強い影響を及ぼす可能性があります。  

 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

肥料事業は、肥料の製造・販売登録、使用可能原料などに関して肥料取締法などの法的規制を受け

ております。 

同法によって安全性が保証されている原料を使用しておりますが、ＢＳＥ問題など新型伝染病の発

生など、農業に関する社会的問題が発生した場合にも、主要原料の規制が強化されることが予想さ

れ、業績に強い影響を及ぼす可能性があります。 

当社企業グループは、借入による資金調達を行っておりますが、金利など金融市場の影響を強く受

けるため、これらの環境の変化により、資金調達のコストが増加し、業績および財産状況に影響を及

ぼす可能性があります。 

肥料事業では、作物の生育にあわせて肥料が使用されるため、使用時期に冷夏、旱魃、長雨、雪害

などの異常気象が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

生産拠点において、予測不可能な事由により大規模災害が発生した場合は、生産設備の破損、物流

機能の麻痺などにより、生産拠点の操業停止などが生じ、生産能力が低下する可能性があります。ま

た、設備の修復、再構築などに巨額な費用が発生する可能性もあり、業績および財産状況に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク

①肥料の原料価格などの変動について 

②特定の取引先などへの高い依存度について

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

連結売上高（Ａ）（百万円） 21,685 22,709 32,408

同会への販売実績（Ｂ）（百万円） 16,571 17,730 26,081

販売依存度（Ｂ）／（Ａ）（％） 76.4 78.1 80.5

③法的規制などについて

④金利の動向について

⑤天候による影響について

⑥自然災害などについて
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当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）においては、化学肥料の製造販売、化成品の製造販売に

関わる事業を行っており、各事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付け並びに事業の種類

別セグメントとの関連は、次のとおりであります。(平成21年３月31日現在) 

 
(注)１ 各事業区分の主要製品は、「４．連結財務諸表 注記事項 セグメント情報（1）事業の種類別セグメン

ト情報」のとおりであります。 

２ 各事業の会社数は、複数事業を営んでいる場合には、それぞれに含めて数えております。 

  

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。 

 

（注）前連結会計年度において持分法非適用関連会社であった昆明人和化工有限公司は清算したため事業系統図か

ら除いております。 

２. 企業集団の状況

事業区分 主要製品 主要な会社

肥料事業 高度化成肥料 

普通化成肥料 

りん安 

過石・重過石 

石灰窒素

当社 

岩手興産㈱

計２社

化成品事業 りん酸 

りん酸カルシウム 

工業用りん酸 

硫酸

当社 

コープ商事物流㈱ 

宮古カルサイン㈱ 

宮古ケミカルターミナル㈱ 

宮古吉野石膏㈱ 

防城天睦化工有限公司 計６社

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

当社 

コープ商事物流㈱ 

コープエンジニアリング㈱ 

朝日産業㈱ 

㈱燐酸肥料倶楽部 

芳田化工有限公司 計６社

＜事業系統図＞
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平成20年３月期決算短信（平成20年５月22日開示）の内容から重要な変更がないため、記載を省略し

ております。 

 なお、当該決算短信は、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（ＩＲ情報）） 

   http://www.co-op.co.jp/ 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

   http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

国内景気の悪化により経営環境は一段と厳しさを増すものと思われますが、平成20年度よりスタート

した「アップグレード２２計画」に沿った施策を実行し、収益力の向上と財務体質の強化を図り、前述

の「２２年３月期の連結業績予想」に掲げた数値の達成を目指してまいります。 

以下のとおり重点取組事項を掲げて、事業活動を展開してまいります。 

a.信頼される製品づくりと事故・災害防止への取り組みを強化します。 

b.地域に密着した工場づくりに力を注いでまいります。 

社会的責任を果たし社会から信頼される企業となるため、「財務報告に係る内部統制報告制度」へ

の的確な対応をはじめ、コンプライアンスの徹底、リスク管理の強化等に努め、より信頼性、透明性

の高い経営に向けて整備を図ってまいります。 

活力ある人材を育成しマンパワーの一層の発揮に向けた能力開発の支援を行い、闊達な企業風土を

確立してまいります。 

当社企業グループの対処すべき課題は、平成20年度を初年度としスタートした「アップグレード２２

計画」に基づき、効率的経営に取り組み、顧客の信頼性の向上、安定的経営基盤の確立、闊達な企業風

土の確立、収益力の向上を目指します。 

肥料事業につきましては、昨年の前倒し出荷の反動や肥料価格高騰対策などに基づく減肥による需要

減、海外市況の下落や円高により国内回帰の動きが弱まる事が想定されます。このため、環境負荷がよ

り少なく農家のニーズにも対応した機能性商品の拡充に努めるとともに、新たに全農が推進する土壌診

３. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

①優れた農業資材等の提供を通じた農業・農家への貢献と社会的責任への取組み強化

②経営基盤の強化

a.主力の肥料事業については、優れた農業資材とサービスを通じて系統組織をサポートし、市場のニ

ーズに沿った新規商品の開発を図ってまいります。化成品事業およびその他事業では、新規ユーザー

への積極的販売活動を図ってまいります。また、平成20年度よりＪＡ全農が取り組む米を原料とした

「バイオ燃料地域利用モデル事業」に積極的に協力してまいります。

b.生産体制の効率化、製造コスト、販管費のコスト削減に努め、収支改善を図ってまいります。

c.計画利益の確保、在庫削減や固定費抑制の取り組みを徹底し、引き続き財務体質の改善を図り、株

主への利益還元を経営の重要課題として位置づけております。

③内部統制体制等の整備

④活力ある企業風土の確立

(4) 会社の対処すべき課題
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断に基づく施肥コスト抑制方針に対応し、りん酸とカリウムの成分を従来より抑えた低ＰＫ化成を取

り扱ってまいります。 

化成品事業につきましては、国内外の販売環境が激変するなかで、生産基盤のあるりん酸カルシウ

ム・工業用りん酸については供給の信頼性を基本に、弾力的な販売対応によりシェアの維持確保に努

め、売上を確保してまいります。 

その他事業につきましては、多機能性無機素材部門では今後の需要回復に備えるとともに、新規顧客

獲得に向けた対応を迅速に推し進め、引き続き事業規模の拡大に努めます。また、工事部門・運送部門

などにつきましても、既存ユーザーの維持拡大を図りつつ新規ユーザーへの対応を迅速に推し進め、事

業の拡大に努めてまいります。 

平成20年度からスタートしたＪＡ全農の「バイオ燃料地域利用モデル事業」について、引き続き当社

企業グループは工場操業面から積極的に協力してまいります。 

このほか、生産・物流などあらゆる面で業務改善に取り組み、製造コスト、販売費、経費の削減や有

利子負債の圧縮により収益力向上や財務内容の改善を図ります。 

該当事項はありません。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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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 1,031 1,886 

受取手形及び売掛金 4,456 7,025 

有価証券 26 26 

たな卸資産 7,328 － 

商品及び製品 － 5,176 

半成工事 － 2 

原材料及び貯蔵品 － 4,051 

繰延税金資産 169 250 

その他 434 323 

貸倒引当金 △3 △1 

流動資産合計 13,442 18,742 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,521 2,376 

機械装置及び運搬具 1,955 1,785 

土地 4,608 4,575 

その他 132 373 

有形固定資産合計 ※3, ※4 9,217 ※3, ※4 9,111 

無形固定資産 132 132 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2, ※4 2,125 ※2, ※4 1,975 

繰延税金資産 427 503 

その他 ※2 329 ※2 137 

貸倒引当金 △87 － 

投資その他の資産合計 2,795 2,616 

固定資産合計 12,145 11,859 

資産合計 25,587 30,602 
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（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 4,371 ※4 4,953 

短期借入金 ※4 8,336 ※4 9,857 

未払金 531 791 

未払費用 442 409 

未払法人税等 302 1,425 

未払消費税等 16 189 

繰延税金負債 0 － 

賞与引当金 310 261 

その他 340 226 

流動負債合計 14,651 18,115 

固定負債 

長期借入金 ※4 2,693 ※4 2,645 

退職給付引当金 1,258 1,342 

役員退職慰労引当金 91 92 

環境対策引当金 36 31 

負ののれん 13 8 

その他 21 34 

固定負債合計 4,114 4,155 

負債合計 18,765 22,270 

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 2,513 4,080 

自己株式 △2 △3 

株主資本合計 6,450 8,015 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 327 265 

繰延ヘッジ損益 △12 △11 

評価・換算差額等合計 314 254 

少数株主持分 56 61 

純資産合計 6,822 8,331 

負債純資産合計 25,587 30,602 
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(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 22,709 32,408 

売上原価 18,439 ※1 24,789 

売上総利益 4,269 7,618 

販売費及び一般管理費 

運賃 839 873 

出荷費 414 450 

役員報酬 145 143 

給料及び手当 737 844 

賞与引当金繰入額 114 90 

退職給付費用 120 122 

役員退職慰労引当金繰入額 30 32 

福利厚生費 166 176 

旅費及び交通費 87 92 

情報管理費 52 71 

賃借料 140 143 

減価償却費 9 11 

研究開発費 ※2 184 ※2 208 

その他 407 500 

販売費及び一般管理費合計 3,452 3,760 

営業利益 817 3,857 

営業外収益 

受取利息 4 2 

受取配当金 36 31 

保険配当金 － 7 

負ののれん償却額 4 4 

その他 56 21 

営業外収益合計 102 67 

営業外費用 

支払利息 219 240 

持分法による投資損失 0 43 

その他 59 65 

営業外費用合計 279 349 

経常利益 640 3,575 
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（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) 

特別利益 

固定資産売却益 ※3 79 － 

貸倒引当金戻入額 4 8 

特別利益合計 83 8 

特別損失 

固定資産除却損 ※4 44 ※4 327 

減損損失 ※5 40 ※5 33 

工業用水負担金 － ※6 49 

地中障害物撤去負担額 28 － 

その他 0 32 

特別損失合計 113 442 

税金等調整前当期純利益 610 3,141 

法人税、住民税及び事業税 362 1,576 

法人税等調整額 △89 △118 

法人税等合計 272 1,457 

少数株主利益 7 5 

当期純利益 329 1,678 

14



(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 2,800 2,800 

当期末残高 2,800 2,800 

資本剰余金 

前期末残高 1,139 1,139 

当期変動額 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 － 0 

当期末残高 1,139 1,139 

利益剰余金 

前期末残高 2,184 2,513 

当期変動額 

剰余金の配当 － △111 

当期純利益 329 1,678 

自己株式の処分 △0 － 

当期変動額合計 329 1,566 

当期末残高 2,513 4,080 

自己株式 

前期末残高 △1 △2 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △1 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △0 △1 

当期末残高 △2 △3 

株主資本合計 

前期末残高 6,121 6,450 

当期変動額 

剰余金の配当 － △111 

当期純利益 329 1,678 

自己株式の取得 △0 △1 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 329 1,565 

当期末残高 6,450 8,015 
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(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 705 327 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△378 △61 

当期変動額合計 △378 △61 

当期末残高 327 265 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △11 △12 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1 1 

当期変動額合計 △1 1 

当期末残高 △12 △11 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 694 314 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△379 △60 

当期変動額合計 △379 △60 

当期末残高 314 254 

少数株主持分 

前期末残高 49 56 

当期変動額 

剰余金の配当 － △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 5 

当期変動額合計 7 4 

当期末残高 56 61 

純資産合計 

前期末残高 6,865 6,822 

当期変動額 

剰余金の配当 － △112 

当期純利益 329 1,678 

自己株式の取得 △0 △1 

自己株式の処分 0 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △372 △55 

当期変動額合計 △43 1,509 

当期末残高 6,822 8,331 
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(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 610 3,141 

減価償却費 590 648 

減損損失 40 33 

工業用水負担金 － 49 

地中障害物撤去負担額 28 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93 84 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27 0 

受取利息及び受取配当金 △41 △34 

支払利息 219 240 

売上債権の増減額（△は増加） △295 △2,569 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,688 △1,902 

仕入債務の増減額（△は減少） 599 582 

その他 △53 599 

小計 76 873 

地中障害物撤去負担金の支払額 △28 － 

法人税等の支払額 △116 △466 

法人税等の還付額 129 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 61 406 

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 － △10 

定期預金の払戻による収入 25 5 

有価証券の売却及び償還による収入 3 3 

有形固定資産の取得による支出 △471 △641 

有形固定資産の除却による支出 △27 △236 

有形固定資産の売却による収入 100 6 

無形固定資産の取得による支出 △11 △11 

投資有価証券の取得による支出 － △0 

投資有価証券の売却による収入 － 0 

関係会社株式の取得による支出 － △15 

利息及び配当金の受取額 41 34 

その他 8 180 

投資活動によるキャッシュ・フロー △332 △685 

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 2,624 7,070 

短期借入金の返済による支出 △1,871 △5,428 

長期借入れによる収入 1,400 1,500 

長期借入金の返済による支出 △1,743 △1,668 

利息の支払額 △219 △229 

配当金の支払額 － △112 

その他 △1 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー 189 1,128 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82 849 

現金及び現金同等物の期首残高 1,115 1,032 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,032 ※1 1,882 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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

 連結子会社は５社(コープ商事物流㈱、コープエン

ジニアリング㈱、岩手興産㈱、朝日産業㈱、宮古カ

ルサイン㈱)であります。

 また、非連結子会社は２社(宮古ケミカルターミナ

ル㈱、芳田化工有限公司)であり、その合計の総資産

額、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)等の額は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、連結の

範囲から除外しております。

１ 連結の範囲に関する事項

 同左

２ 持分法の適用に関する事項

 持分法を適用している関連会社は、１社(宮古吉野

石膏㈱)であります。

 持分法を適用していない非連結子会社は２社、関

連会社は３社であり、その当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等の合計額が、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いので、持分法の適用から除外しております。

 なお、主要な持分法非適用会社は、昆明人和化工

有限公司であります。

２ 持分法の適用に関する事項

 持分法を適用している関連会社は、１社(宮古吉野

石膏㈱)であります。

 持分法を適用していない非連結子会社は２社、関

連会社は３社であり、その当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等の合計額が、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いので、持分法の適用から除外しております。

 なお、主要な持分法非適用会社は、防城天睦化工

有限公司であります。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

 連結子会社の事業年度は、連結財務諸表提出会社

と同じであります。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  同左

４ 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 

  ① 有価証券

満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)

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、売却原価は総平均法により

算定)

４ 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 

  ① 有価証券

満期保有目的の債券 同左

その他有価証券

(時価のあるもの) 同左 

 

    (時価のないもの)…総平均法による原価法     (時価のないもの) 同左

  ② デリバティブ 時価法   ② デリバティブ 同左

  ③ たな卸資産 移動平均法による原価法   ③ たな卸資産

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）

（会計方針の変更）

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）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）に変更

しております。

この結果、売上総利益、営業利益、経常利

益、税金等調整前当期純利益が338百万円減少し

ております。
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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

① 有形固定資産

 定額法によっております。

 なお、耐用年数及び残存価額については、法

人税法に規定する方法と同一の基準によってお

ります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

同左

（会計方針の変更）

法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83号））に伴い、当連

結会計年度から、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法人税法に基づ

く方法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）

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。

② 無形固定資産

 定額法によっております。

 なお、耐用年数については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっております。

 ただし、ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

③ ────   ③ 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、残存価額をゼロ

とする定額法を採用しております。

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に与える影響はありませ

ん。

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支

給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上

しております。

  ② 賞与引当金

同左

19



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)

  ③ 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の見込額に基づき

計上しております。

なお、会計基準変更時差異については、15年

による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(13年)による定率法により、翌連結会計年度

から費用処理することとしております。

  （追加情報）

当社従業員の平均残存勤務期間が短縮された

ことに伴い、数理計算上の差異の処理年数を当

連結会計年度より従来の15年から13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。

  ③ 退職給付引当金

同左

 

  

 

  

 

  

 

  

────

④  役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく当連結会計年度末要支給額を計上して

おります。

④  役員退職慰労引当金

同左

⑤  環境対策引当金

保管するＰＣＢ廃棄物等の処理費用の支出に

備えるため、当連結会計年度末において合理的

に見積もることができる処理費用について、翌

連結会計年度以降に発生が見込まれる金額を計

上しております。

⑤  環境対策引当金

同左

(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・リース取引につき

ましては、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。

(4) 重要なリース取引の処理方法

─────

 (5) 重要なヘッジ会計の方法   

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、金利スワップについては特例処理の要

件を満たしている場合は当該処理を採用してお

ります。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法   

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金の利息

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

金利リスク低減のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

  ③ ヘッジ方針

同左

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

デリバティブ取引の実行に当たり、ヘッジ手

段とヘッジ対象に関する重要な条件がほぼ一致

しており、ヘッジ開始時及びその後も継続して

相場変動等を相殺することができることを確認

しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価は省略しておりま

す。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左
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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)

 (6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

  ① 消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。

 (6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

  ① 消費税等の処理方法

同左

５ 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方法は、全面時

価評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

負ののれんの償却については、10年間の均等償却

を行なっております。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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ヵ

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。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

同左
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(7)【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)

───── 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 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）が適用さ

れたことに伴い、当事業年度から同会計基準及び

同適用指針を適用しております。

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に与える影響はありませ

ん。

【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）  

 「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）が適用となることに伴い、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」「半

成工事」「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」「半成工事」「原材料及び貯蔵

品」は、それぞれ4,379百万円、11百万円、2,937百万

円であります。 
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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 手形割引高は次のとおりであります。

受取手形割引高 750百万円

 １ ─────

※２ 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) 959百万円

その他(出資金) 86百万円

※２ 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) 927百万円

※３ 有形固定資産に対する減価償却累計額は

14,011百万円であります。

※３ 有形固定資産に対する減価償却累計額は

14,104百万円であります。

※４ 有形固定資産、投資有価証券のうち、借入金及

び買掛金の担保として提供しているのは次のとお

りであります。

担保提供資産 債務

区分 金額(百万円) 科目 金額(百万円)

有形固定 
資産 
(工場財団 
抵当権)

短期借入金 3,212

長期借入金 2,163

 建物及び 
 構築物

1,924 買掛金 2,786

 機械装置 

 及び運搬具
1,704

 土地 4,169

 その他 21

計 7,819

投資有価 
証券

699

計 699

合計 8,518 合計 8,162

※４ 有形固定資産、投資有価証券のうち、借入金及

び買掛金の担保として提供しているのは次のとお

りであります。

担保提供資産 債務

区分 金額(百万円) 科目 金額(百万円)

有形固定
資産 
(工場財団 
抵当権)

短期借入金 2,732

長期借入金 2,118

建物及び
 構築物

1,775 買掛金 3,136

機械装置 

 及び運搬具
1,542

土地 4,169

その他 21

計 7,509

投資有価
証券

662

計 662

合計 8,171 合計 7,987
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(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 ──── ※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性

の低下による簿価切下げ額

売上原価 338百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、184百万円であります。

 なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はあ

りません。

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、208百万円であります。

 なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はあ

りません。

※３ 固定資産売却益は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 79百万円

３ ────

※４ 固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物及び構築物 6百万円

機械装置及び運搬具 11百万円

撤去費用他 25百万円

※４ 固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物及び構築物 60百万円

機械装置及び運搬具 35百万円

撤去費用他 230百万円

 

※５ 当社企業グループは、以下の資産について減損

損失を計上しました。

用途 種類 地 域 減損損失

遊休 土地 新潟県新潟市 40百万円

合 計 40百万円

減損損失を認識した遊休不動産については、そ

れぞれ個別の物件ごとにグルーピングしておりま

す。

これらについては、帳簿価額に対し市場価値が

下落しているため回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(40百万円)として特別損失に計

上しました。

なお、当該資産の回収可能価額は、不動産鑑定

士による鑑定評価を基にした正味売却価額により

評価しております。

６ ────

 

※５ 当社企業グループは、以下の資産について減損

損失を計上しました。

用途 種類 地 域 減損損失

遊休 土地 北海道釧路市 33百万円

合 計 33百万円

減損損失を認識した遊休不動産については、そ

れぞれ個別の物件ごとにグルーピングしておりま

す。

これらについては、帳簿価額に対し市場価値が

下落しているため回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(33百万円)として特別損失に計

上しました。

なお、当該資産の回収可能価額は、不動産鑑定

士による鑑定評価を基にした正味売却価額により

評価しております。

※６ 工業用水負担金は、当社新潟工場の新潟県との

工業用水道契約量の一部を返還したことに伴い発

生した負担金（補償金）であります。
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 4,006株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少 500株 

  

該当ありません。 

  

（１）配当金支払額 

該当ありません。 

  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
（注）１株当たり配当額の内訳は、次のとおりであります。 

記念配当  ２円００銭 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 56,000,000 ─ ─ 56,000,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 11,782 4,006 500 15,288

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資
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27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 111 2.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 7,475 株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少 1,490 株 

  

該当ありません。 

  

（１）配当金支払額 

 
  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

 
  

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 56,000,000 ─ ─ 56,000,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 15,288 7,475 1,490 21,273

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

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27日 
定時株主総会

普通株式 111 2.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 111 2.00 平成21年３月31日 平成21年６月29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

現金及び預金勘定 1,031百万円

預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金

△22百万円

取得日から３ヵ月以内に満期日 
又は償還日の到来する短期投資 
(有価証券)

23百万円

現金及び現金同等物 1,032百万円
  

※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

現金及び預金勘定 1,886百万円

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金

△27百万円

取得日から３ヵ月以内に満期日 
又は償還日の到来する短期投資 
(有価証券)

23百万円

現金及び現金同等物 1,882百万円
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(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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） 

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)

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

17,446 3,662 1,600 22,709 ─ 22,709

 (2) セグメント間の
   内部売上高又は振替高

131 865 1,375 2,372 （2,372) ─

計 17,577 4,527 2,976 25,081 (2,372) 22,709

  営業費用 16,207 4,181 2,830 23,220 (1,328) 21,891

  営業利益 1,370 345 145 1,861 (1,044) 817

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 18,588 2,819 1,762 23,169 2,418 25,587

  減価償却費 471 49 54 575 14 590

  減損損失 40 ─ ─ 40 ─ 40

  資本的支出 360 61 39 461 18 480

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） 

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)

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

24,647 5,903 1,857 32,408 ― 32,408

 (2) セグメント間の
   内部売上高又は振替高

176 864 1,930 2,971 （2,971) ―

計 24,823 6,768 3,787 35,379 (2,971) 32,408

  営業費用 20,753 5,887 3,634 30,275 (1,724) 28,550

  営業利益 4,070 880 153 5,104 (1,246) 3,857

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 22,411 3,085 2,193 27,690 2,911 30,602

  減価償却費 515 55 57 628 19 648

  減損損失 ― ― ― ― 33 33

  資本的支出 327 20 355 703 36 739
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(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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管
理部門に係る経費であります。 
前連結会計年度      1,050百万円 
当連結会計年度    1,233百万円 

４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資
運用資金（現金及び預金、有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等でありま
す。 
前連結会計年度      3,144百万円 
当連結会計年度    3,897百万円 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却費が含まれております。 

６ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

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）が適
用されたことに伴い、移動平均法による原価法から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）に変更しております。  
 この結果、営業利益が肥料事業において３３７百万円減少し、その他事業において０百万円減少しておりま
す。 

  

当社は在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当社は在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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。 

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

２ 所在地別セグメント情報

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)

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)

３ 海外売上高

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)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益 

 
  

該当事項はありません。 

リース取引、関連当事者情報、税効果、有価証券、デリバティブ取引、退職給付関係については決

算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

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)

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 120.85円 １株当たり純資産額 147.74円

１株当たり当期純利益 5.89円 １株当たり当期純利益 29.98円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

項目
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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 6,822 8,331

普通株式に係る純資産額(百万円) 6,765 8,270

差額の主な内訳（百万円） 
 少数株主持分

56 61

普通株式の発行済株式数（千株） 56,000 56,000

普通株式の自己株式数(千株) 15 21

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

55,984 55,978

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)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 329 1,678

普通株式に係る当期純利益(百万円) 329 1,678

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 55,986 55,981

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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 554 1,377 

受取手形 758 2,759 

売掛金 3,603 4,201 

有価証券 3 3 

製品 3,601 － 

半製品 763 － 

商品及び製品 － 5,165 

原材料 2,839 － 

貯蔵品 0 － 

原材料及び貯蔵品 － 3,968 

前渡金 54 － 

前払費用 104 113 

短期貸付金 41 41 

未収入金 262 191 

繰延税金資産 139 215 

その他 1 0 

流動資産合計 12,727 18,039 

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,554 1,451 

構築物 912 875 

機械及び装置 1,905 1,741 

車両運搬具 45 35 

工具、器具及び備品 96 110 

土地 4,453 4,420 

建設仮勘定 10 300 

有形固定資産合計 8,978 8,934 

無形固定資産 

借地権 83 83 

ソフトウエア 22 35 

ソフトウエア仮勘定 13 － 

施設利用権 11 11 

無形固定資産合計 130 129 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,144 1,024 

関係会社株式 527 540 

出資金 3 3 

関係会社出資金 86 － 

従業員に対する長期貸付金 0 0 

繰延税金資産 289 363 

その他 128 119 

貸倒引当金 △0 － 

投資その他の資産合計 2,180 2,050 

固定資産合計 11,288 11,115 

資産合計 24,015 29,154 
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（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 587 557 

買掛金 3,744 4,186 

短期借入金 6,485 8,155 

1年内返済予定の長期借入金 1,633 1,541 

未払金 685 1,260 

未払費用 411 378 

未払法人税等 288 1,390 

未払消費税等 － 157 

前受金 276 187 

預り金 19 17 

賞与引当金 248 207 

設備関係支払手形 7 10 

その他 26 1 

流動負債合計 14,415 18,051 

固定負債 

長期借入金 2,693 2,645 

退職給付引当金 1,178 1,251 

役員退職慰労引当金 72 77 

環境対策引当金 35 31 

その他 21 18 

固定負債合計 4,001 4,024 

負債合計 18,416 22,075 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,800 2,800 

資本剰余金 

資本準備金 1,139 1,139 

その他資本剰余金 － 0 

資本剰余金合計 1,139 1,139 

利益剰余金 

利益準備金 29 29 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 51 47 

繰越利益剰余金 1,266 2,811 

利益剰余金合計 1,348 2,889 

自己株式 △2 △3 

株主資本合計 5,285 6,824 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 326 265 

繰延ヘッジ損益 △12 △11 

評価・換算差額等合計 313 254 

純資産合計 5,599 7,079 

負債純資産合計 24,015 29,154 
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(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 21,194 30,682 

売上原価 

製品期首たな卸高 2,905 3,601 

当期製品仕入高 2,251 3,075 

当期製品製造原価 15,784 20,162 

他勘定受入高 － 334 

他勘定振替高 △38 △47 

合計 20,903 27,126 

製品期末たな卸高 3,601 3,731 

売上原価合計 17,301 23,395 

売上総利益 3,892 7,287 

販売費及び一般管理費 

運賃 864 895 

出荷費 414 450 

役員報酬 82 88 

給料及び手当 630 721 

賞与引当金繰入額 103 86 

退職給付費用 117 118 

役員退職慰労引当金繰入額 22 25 

福利厚生費 134 145 

旅費及び交通費 78 83 

情報管理費 52 70 

賃借料 127 133 

減価償却費 3 6 

研究開発費 184 208 

その他 369 485 

販売費及び一般管理費合計 3,185 3,519 

営業利益 707 3,768 

営業外収益 

受取利息 1 1 

受取配当金 58 32 

受取手数料 3 2 

保険配当金 － 7 

その他 51 15 

営業外収益合計 115 59 

営業外費用 

支払利息 214 236 

その他 58 60 

営業外費用合計 273 296 

経常利益 549 3,530 
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（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 

固定資産売却益 79 － 

特別利益合計 79 － 

特別損失 

固定資産除却損 44 348 

減損損失 40 33 

工業用水負担金 － 49 

地中障害物撤去負担額 28 － 

その他 － 31 

特別損失合計 114 462 

税引前当期純利益 514 3,068 

法人税、住民税及び事業税 322 1,527 

法人税等調整額 △95 △111 

法人税等合計 226 1,415 

当期純利益 287 1,652 
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(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 2,800 2,800 

当期末残高 2,800 2,800 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,139 1,139 

当期末残高 1,139 1,139 

その他資本剰余金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 － 0 

当期末残高 － 0 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,139 1,139 

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 1,139 1,139 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 29 29 

当期末残高 29 29 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 55 51 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △4 △4 

当期変動額合計 △4 △4 

当期末残高 51 47 

繰越利益剰余金 

前期末残高 974 1,266 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 4 4 

剰余金の配当 － △111 

当期純利益 287 1,652 

自己株式の処分 △0 － 

当期変動額合計 291 1,545 

当期末残高 1,266 2,811 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,060 1,348 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

剰余金の配当 － △111 

当期純利益 287 1,652 

自己株式の処分 △0 － 

当期変動額合計 287 1,540 

当期末残高 1,348 2,889 
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(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) 

自己株式 

前期末残高 △1 △2 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △1 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △0 △1 

当期末残高 △2 △3 

株主資本合計 

前期末残高 4,997 5,285 

当期変動額 

剰余金の配当 － △111 

当期純利益 287 1,652 

自己株式の取得 △0 △1 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 287 1,539 

当期末残高 5,285 6,824 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 703 326 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△376 △61 

当期変動額合計 △376 △61 

当期末残高 326 265 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △11 △12 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1 1 

当期変動額合計 △1 1 

当期末残高 △12 △11 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 692 313 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△378 △59 

当期変動額合計 △378 △59 

当期末残高 313 254 

純資産合計 

前期末残高 5,690 5,599 

当期変動額 

剰余金の配当 － △111 

当期純利益 287 1,652 

自己株式の取得 △0 △1 

自己株式の処分 0 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △378 △59 

当期変動額合計 △91 1,480 

当期末残高 5,599 7,079 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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