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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 4,712 8.5 97 ― 63 ― △150 ―

23年3月期第1四半期 4,341 △17.4 △486 ― △517 ― △326 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △140百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △435百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △2.69 ―

23年3月期第1四半期 △5.84 ―

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

24年3月期第1四半期 25,066 7,756 30.7 137.45
23年3月期 24,725 7,897 31.9 141.19

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,693百万円 23年3月期  7,835百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

※平成24年３月期の配当予想につきましては、現時点において未定です。 

年間配当金

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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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) 10,500 ― 170 ― 110 ― △210 ― △3.75

通期 24,500 ― 650 ― 500 ― 0 ― 0.00



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを実施中です。 

※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、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。 
なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項につきましては、【添付資料】２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（１）連結経営成
績に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 56,000,000 株 23年3月期 56,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 27,249 株 23年3月期 27,149 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 55,972,776 株 23年3月期1Q 55,975,718 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発した東日本大震災や原発事故による影響とその後の

電力不足などにより、企業の生産活動が停滞し、消費活動においても原発事故の風評被害が広がるなど景気の先行

きは不透明な状況となっております。 

当社企業グループの主力事業であります肥料事業におきましては、担い手不足と高齢化による耕作放棄地の拡大

に加えて、東日本大震災や原発事故の影響を受けており、依然として厳しい販売環境が続いております。 

なお、被害を受けた宮古工場は５月に完全復旧しております。 

  

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 

「石灰窒素水和造粒品」の販売自粛ならびに自主回収の影響がありましたが、東日本大震災の影響による出

荷遅れが一部回復したことや６月から肥料価格が値上げとなったこともあり、増収となりました。 

その結果、肥料事業の売上高は３，２７６百万円（前年同四半期比８．５％増）、営業利益２３０百万円

（前年同四半期は営業損失３０８百万円）となりました。 

ｂ．化成品事業 

肥料用および工業用りん酸は、需要増により増収となりましたが、りん酸カルシウムが震災の影響を受け、

減販となり、前年並みに推移しました。 

その結果、化成品事業の売上高は１，０３９百万円（前年同四半期比０．０％減）、営業利益は原価率の改

善により、１１１百万円（前年同四半期比１．３％増）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、震災の影響を受けた需要の回復や新規ユーザ

ーによる需要増があったことや運送部門も荷動きの増加により増収となりました。 

その結果、その他事業の売上高は３９６百万円（前年同四半期比４０．２％増）、営業利益２４百万円（前

年同四半期は営業損失１８百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

財政状態の分析 

ａ．資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて３．０％増加し、１３，６０７百万円となりました。増減の主なも

のは、現金及び預金の増加９０３百万円、商品及び製品の増加５０１百万円、受取手形及び売掛金の減少８５

２百万円、原材料及び貯蔵品の減少９６百万円などで、４０２百万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０．５％減少し、１１，４５９百万円となりました。増減の主なも

のは、機械装置及び運搬具の減少６２百万円などで、６１百万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１．４％増加し、２５，０６６百万円となりました。 

ｂ．負債、純資産 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて５．６％増加し、１３，３３３百万円となりました。増減の主なも

のは、支払手形及び買掛金の増加６５５百万円、未払費用の増加２２３百万円などで、７０８百万円増加して

おります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて５．４％減少し、３，９７６百万円となりました。増減の主なもの

は、長期借入金の減少３０９百万円などで、２２７百万円減少しております。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて２．９％増加し、１７，３０９百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて１．８％減少し、７，７５６百万円となりました。増減の主なもの

は、利益剰余金の減少１５０百万円などで、１４０百万円減少しております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、本日（平成23年８月５日）公表しました「業績予想に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,420 2,323

受取手形及び売掛金 5,135 4,282

有価証券 3 3

商品及び製品 3,688 4,189

半成工事 2 2

原材料及び貯蔵品 2,127 2,031

繰延税金資産 408 445

その他 418 330

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,204 13,607

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,234 2,189

機械装置及び運搬具（純額） 1,856 1,794

土地 4,555 4,555

その他（純額） 125 183

有形固定資産合計 8,772 8,721

無形固定資産 133 129

投資その他の資産   

投資有価証券 1,850 1,838

繰延税金資産 649 652

その他 115 116

投資その他の資産合計 2,615 2,607

固定資産合計 11,521 11,459

資産合計 24,725 25,066
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,838 3,493

短期借入金 8,603 8,588

未払金 360 293

未払費用 449 672

未払法人税等 40 19

未払消費税等 15 18

賞与引当金 208 126

その他 109 121

流動負債合計 12,624 13,333

固定負債   

長期借入金 2,423 2,114

退職給付引当金 1,597 1,610

役員退職慰労引当金 108 112

環境対策引当金 31 31

その他 42 106

固定負債合計 4,204 3,976

負債合計 16,828 17,309

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 3,681 3,531

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,616 7,466

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 223 229

繰延ヘッジ損益 △4 △2

その他の包括利益累計額合計 219 227

少数株主持分 61 63

純資産合計 7,897 7,756

負債純資産合計 24,725 25,066
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 4,341 4,712

売上原価 4,072 3,831

売上総利益 268 881

販売費及び一般管理費   

運賃 165 188

出荷費 58 76

役員報酬 35 36

給料及び手当 159 155

賞与引当金繰入額 40 43

退職給付費用 27 33

役員退職慰労引当金繰入額 6 8

福利厚生費 43 42

旅費及び交通費 19 21

情報管理費 12 14

賃借料 36 36

減価償却費 2 1

研究開発費 49 39

その他 97 85

販売費及び一般管理費合計 755 783

営業利益又は営業損失（△） △486 97

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 24 23

負ののれん償却額 0 －

その他 10 14

営業外収益合計 36 37

営業外費用   

支払利息 50 44

持分法による投資損失 11 21

その他 6 6

営業外費用合計 67 71

経常利益又は経常損失（△） △517 63
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 －

償却債権取立益 4 －

特別利益合計 6 －

特別損失   

固定資産除却損 20 2

災害による損失 － 25

製品回収等関連損失 － 212

その他 0 0

特別損失合計 20 241

税金等調整前四半期純損失（△） △531 △178

法人税、住民税及び事業税 3 15

法人税等調整額 △207 △44

法人税等合計 △203 △29

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △328 △148

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 2

四半期純損失（△） △326 △150
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △328 △148

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △108 5

繰延ヘッジ損益 2 2

その他の包括利益合計 △106 8

四半期包括利益 △435 △140

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △433 △142

少数株主に係る四半期包括利益 △1 2
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該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、合成雲母、合成スメクタイ

ト、プラント等の設計及び施工、不動産賃貸、運送業務等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

    

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント
その他 
（注） 

（百万円） 

合計
（百万円） 肥料事業

（百万円）
化成品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

売上高           

外部顧客への売上高  3,018  1,040  4,058  282  4,341

セグメント間の内部売上高又は
振替高  37  183  221  △221  －

計  3,056  1,223  4,280  61  4,341

セグメント利益又は損失（△）  △308  109  △199  △287  △486

利益 
金額

（百万円） 

報告セグメント計  △199

「その他」の区分の利益又は損失（△）  △18

セグメント間取引消去  △4

全社費用（注）  △264

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △486
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当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、合成雲母、合成スメクタイ

ト、プラント等の設計及び施工、不動産賃貸、運送業務等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント
その他 
（注） 

（百万円） 

合計
（百万円） 肥料事業

（百万円）
化成品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

売上高           

外部顧客への売上高  3,276  1,039  4,316  396  4,712

セグメント間の内部売上高又は
振替高  37  243  281  273  554

計  3,314  1,283  4,597  669  5,267

セグメント利益  230  111  341  24  365

利益 
金額

（百万円） 

報告セグメント計  341

「その他」の区分の利益  24

セグメント間取引消去  △3

全社費用（注）  △263

四半期連結損益計算書の営業利益  97

（５）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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