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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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 ％

22年3月期第3四半期 17,012 △32.3 △16 ― △146 ― △78 ―

21年3月期第3四半期 25,133 ― 3,400 ― 3,218 ― 1,592 ―

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

22年3月期第3四半期 △1.41 ―

21年3月期第3四半期 28.45 ―

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

22年3月期第3四半期 28,758 8,228 28.4 145.81
21年3月期 30,602 8,331 27.0 147.74

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,161百万円 21年3月期  8,270百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 2.00 2.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

2.00 2.00

3.  平成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 26,700 △17.6 730 △81.1 580 △83.8 310 △81.5 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) 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、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。 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．
連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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） 22年3月期第3四半期  56,000,000株 21年3月期  56,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  24,252株 21年3月期  21,273株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期  55,977,305株 21年3月期第3四半期  55,982,470株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）におけるわが国経済は、急激な景気悪

化から一部持直しの兆しが見られるものの、企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化などにより、いまだ

厳しい状況が継続しております。 

 当社企業グループの主力事業であります肥料業界におきましては、担い手の減少や高齢化および国内農作物価格の

低迷や耕作放棄地の増大により肥料需要の減少が続いております。こうしたなかで、肥料価格は一昨年の高騰から昨

年７月以降、一転して値下げに転じましたが、生産コスト抑制の動きが強まったことや流通段階での在庫圧縮の影響

を受け、販売数量の大幅な減少を余儀なくされました。また、化成品事業なども国内景気の低迷の影響を受け、厳し

い販売環境が続いております。  

 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。  

ａ．肥料事業 

 環境負荷がより少なく農家のニーズに対応した有機肥料タイプの「基肥一発施肥肥料」や「コープペースト」・

「畑のカルシウム」などの機能性商品の拡充に努めました。 

 しかし、前記のような販売環境のなかで、販売数量の減少と相俟って値下げとなり、売上高は大幅な減収となり

ました。利益面では減収に加えて、価格改定による原料および製品在庫に起因するコスト増の影響などにより、前

年を大きく下回りました。 

 その結果、肥料事業の売上高は１２，５２２百万円（前年同四半期比３４．０％減）、営業利益１３８百万円

（前年同四半期比９６．１％減）となりました。  

ｂ．化成品事業 

 硫酸などの汎用品は持直し傾向が見られるものの、りん酸カルシウム、工業用および肥料用りん酸などが昨年７

月以降の販売価格値下がりの影響を受け、減収となりました。 

 その結果、化成品事業の売上高は３，４３９百万円（前年同四半期比２７．０％減）、営業利益６２８百万円

（前年同四半期比６．６％減）となりました。 

ｃ．その他事業  

 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、景気低迷の影響を受け、受注回復が遅れており、

減販となりました。また、運送部門、工事部門なども荷動きの減少や受注減により減収となりました。 

 その結果、その他事業の売上高は１，０５１百万円（前年同四半期比２７．４％減）、営業利益２２百万円（前

年同四半期比８０．６％減）となりました。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高１７，０１２百万円（前年同四半期比３２．３％減）、

営業損失１６百万円（前年同四半期は営業利益３，４００百万円）、経常損失１４６百万円（前年同四半期は経常利

益３，２１８百万円）、四半期純損失７８百万円（前年同四半期は四半期純利益１，５９２百万円）となりました。

  

  財政状態の分析 

   ａ．資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて１１．２％減少し、１６，６３６百万円となりました。増減の主

なものは、原材料及び貯蔵品の減少９７９百万円、商品及び製品の減少８５１百万円、受取手形及び売掛金

の減少４７８百万円などで、２，１０６百万円減少しております。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて２．２％増加し、１２，１２２百万円となりました。増減の主な

ものは、有形固定資産の増加１３６百万円、上場株式時価評価差額による投資その他の資産の増加１３０百

万円などで、２６２百万円増加しております。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて６．０％減少し、２８，７５８百万円となりました。 

   ｂ．負債、純資産 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて１１．７％減少し、１５，９８７百万円となりました。増減の主

なものは、未払法人税等の減少１，４１４百万円、未払金の減少４７５百万円、短期借入金の減少１４７百

万円などで、２，１２７百万円減少しております。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて９．３％増加し、４，５４２百万円となりました。増減の主なも

のは、長期借入金の増加１９７百万円、退職給付引当金の増加１４６百万円などで、３８７百万円増加して

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７．８％減少し、２０，５２９百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて１．２％減少し、８，２２８百万円となりました。増減の主なもの

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
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は、利益剰余金の減少１９０百万円、その他有価証券評価差額金の増加８１百万円などで、１０２百万円減

少しております。 

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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１４７百万円

増加し、２，０３０百万円となりました。 

 当第３四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。 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、８４９百万円の収入（前年同四半期連結会計期間は１７２百万円の支

出）となりました。 

 これは主に、売上債権の減少、たな卸資産の減少などによるものであります。 

ｂ．投資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・フローは、４５９百万円の支出（前年同四半期連結会計期間に比べ６４百万円の

減少）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出などによるものであります。 

ｃ．財務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・フローは、２４１百万円の支出（前年同四半期連結会計期間は９３７百万円の収

入）となりました。 

 これは主に、短期借入れによる収入の減少などによるものであります。 

  

 肥料事業は農業環境の厳しい状況を反映し、販売数量が減少しておりますが、第４四半期会計期間（自 平成22年

１月１日 至 平成22年３月31日）が肥料販売の最需要期にあたるため、現時点では前回公表（平成21年10月23日）

の連結業績予想から変更は行っておりません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

①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 

 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。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

（会計処理の変更） 

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期

間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

 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。  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,033 1,886

受取手形及び売掛金 6,547 7,025

有価証券 26 26

商品及び製品 4,325 5,176

半成工事 6 2

原材料及び貯蔵品 3,072 4,051

繰延税金資産 210 250

その他 417 323

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 16,636 18,742

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,423 2,376

機械装置及び運搬具（純額） 2,123 1,785

土地 4,555 4,575

その他（純額） 145 373

有形固定資産合計 9,247 9,111

無形固定資産 127 132

投資その他の資産   

投資有価証券 2,084 1,975

繰延税金資産 525 503

その他 136 137

投資その他の資産合計 2,747 2,616

固定資産合計 12,122 11,859

資産合計 28,758 30,602
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,915 4,953

短期借入金 9,710 9,857

未払金 316 791

未払費用 346 409

未払法人税等 10 1,425

未払消費税等 79 189

賞与引当金 111 261

その他 498 226

流動負債合計 15,987 18,115

固定負債   

長期借入金 2,842 2,645

退職給付引当金 1,488 1,342

役員退職慰労引当金 113 92

環境対策引当金 31 31

負ののれん 4 8

その他 60 34

固定負債合計 4,542 4,155

負債合計 20,529 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 3,889 4,080

自己株式 △4 △3

株主資本合計 7,824 8,015

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 346 265

繰延ヘッジ損益 △9 △11

評価・換算差額等合計 337 254

少数株主持分 66 61

純資産合計 8,228 8,331

負債純資産合計 28,758 30,602
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 25,133 17,012

売上原価 18,949 14,698

売上総利益 6,184 2,314

販売費及び一般管理費   

運賃 679 540

出荷費 311 206

役員報酬 108 105

給料及び手当 639 565

賞与引当金繰入額 63 36

退職給付費用 92 83

役員退職慰労引当金繰入額 23 25

福利厚生費 133 121

旅費及び交通費 68 60

情報管理費 43 48

賃借料 107 106

減価償却費 8 8

研究開発費 155 140

その他 346 281

販売費及び一般管理費合計 2,783 2,331

営業利益又は営業損失（△） 3,400 △16

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 31 36

負ののれん償却額 3 3

助成金収入 － 17

その他 16 11

営業外収益合計 54 70

営業外費用   

支払利息 184 166

持分法による投資損失 11 13

その他 40 20

営業外費用合計 236 200

経常利益又は経常損失（△） 3,218 △146
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 8

関係会社清算益 － 110

貸倒引当金戻入額 8 0

特別利益合計 8 118

特別損失   

固定資産除却損 217 32

減損損失 33 17

その他 23 4

特別損失合計 274 54

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,952 △82

法人税、住民税及び事業税 1,403 31

法人税等調整額 △45 △40

法人税等合計 1,358 △9

少数株主利益 0 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,592 △78
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

2,952 △82

減価償却費 489 497

減損損失 33 17

投資有価証券評価損益（△は益） － 4

関係会社清算損益（△は益） － △110

退職給付引当金の増減額（△は減少） 111 146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7 21

受取利息及び受取配当金 △33 △37

支払利息 184 166

売上債権の増減額（△は増加） △3,446 478

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,311 1,827

仕入債務の増減額（△は減少） 2,710 △38

その他 608 △592

小計 290 2,297

法人税等の支払額 △462 △1,448

営業活動によるキャッシュ・フロー △172 849

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 1

有形固定資産の取得による支出 △325 △620

有形固定資産の除却による支出 △133 △25

有形固定資産の売却による収入 4 31

無形固定資産の取得による支出 △3 △4

関係会社の清算による収入 － 120

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 33 37

その他 47 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △395 △459

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 4,160 415

短期借入金の返済による支出 △3,085 △472

長期借入れによる収入 1,460 1,300

長期借入金の返済による支出 △1,299 △1,192

利息の支払額 △182 △174

配当金の支払額 △112 △110

その他 △2 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 937 △241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 370 147

現金及び現金同等物の期首残高 1,032 1,882

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,403 2,030
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 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 
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、肥料事業において、当第３四半期連結累計期間の営業利益は316百万円減少しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、プラント等の設計および施工、不動産賃貸、運送業務 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 

平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。  

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 

平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

 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  18,973  4,712  1,447  25,133  ―  25,133

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 156  683  1,418  2,258 ( )2,258  ―

計  19,129  5,395  2,865  27,391 ( )2,258  25,133

営業利益  3,520  672  113  4,306 ( )905  3,400

  
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  12,522  3,439  1,051  17,012  ―  17,012

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 106  533  1,145  1,785 ( )1,785  ―

計  12,628  3,973  2,196  18,798 ( )1,785  17,012

営業利益又は営業損失（△）  138  628  22  789 ( )806  △16

〔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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