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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 10,397 3.7 208 ― 143 ― △134 ―

23年3月期第2四半期 10,026 △11.0 △434 ― △511 ― △334 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △127百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △461百万円 （―％）

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2四半期 △2.40 ―

23年3月期第2四半期 △5.98 ―

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2四半期 26,816 7,769 28.7 137.66
23年3月期 24,725 7,897 31.7 139.99

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,705百万円 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、対前期増減率）

（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

通期 23,000 8.9 750 ― 600 ― 150 ― 2.68



(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意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（３）連結業績予
想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2Q 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2Q 27,269 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2Q 55,972,757 株 23年3月期2Q 55,975,479 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災による一時的な景気後退から持

ち直してきたものの、ユーロ圏における信用不安の拡大や歴史的な円高水準の継続により、景気の先行きは極めて

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業界におきましては、生産者の高齢化や耕作放棄地の拡大などを背

景に肥料需要の低迷が続くなか、このたびの震災や原発事故の影響を受けて、販売環境は一段と厳しさを増してお

ります。 

このような状況のなかで、当社におきましては、被災地に立地する宮古工場、八戸工場ともに、幸いに生産設備

にはさしたる被害もなかったことから、比較的早期に操業を再開し、生産や供給の回復に全力をあげて取組んでま

いりました。また、化成品事業や多機能性無機素材部門につきましても、取引先の罹災など一部震災の影響があり

ましたが、需要は回復傾向にあり、売上高の維持・拡大に注力してまいりました。 

この結果、肥料事業においては、震災の影響による出荷の遅れが回復したことによる販売数量の増加や６月から

の肥料価格の改定により、売上高は10,397百万円（前年同四半期比3.7％増）、経常利益は143百万円（前年同四半

期は経常損失511百万円）となりましたが、一部肥料の製品回収関連費用などの特別損失計上により、四半期純損

失134百万円（前年同四半期は四半期純損失334百万円）となりました。 

  

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 

新たに国内の未利用資源を原料の一部に使用した「エコ化成」を上市するとともに、より環境負荷が少なく

農家ニーズに対応した有機肥料タイプの「基肥一発肥料」や「コープペースト」・「畑のカルシウム」などの

拡販、および「コープガードD一発」、「側条用コープショート一発20」などの農薬入り肥料の拡充に努めま

した。一方、肥料として一部有効でない成分（メラミン）が認められた「石灰窒素水和造粒品」については、

販売自粛ならびに自主回収を実施いたしましたが、震災の影響による出荷遅れの回復や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７，４２６百万円（前年同四半期比２．２％増）、営業利益４９１百万円

（前年同四半期は営業損失１４９百万円）となりました。 

ｂ．化成品事業 

工業用及び肥料用りん酸が大口ユーザーへの増販で増収となったものの、震災により太平洋側のユーザーが

被災し、りん酸カルシウムが減収となりました。 

その結果、化成品事業の売上高は２，０３１百万円（前年同四半期比１．２％減）、営業利益は１９７百万

円（前年同四半期比１１．８％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、震災による減産からの回復に伴う需要増、既

存ユーザーの水平展開による需要増や新規需要獲得などにより増販となりました。また、運送部門なども運送

量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９３８百万円（前年同四半期比３３．６％増）、営業利益５５百万円（前

年同四半期比８２６．６％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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１６．２％増加し、１５，３４６百万円となりました。増減の主な

ものは、受取手形及び売掛金の増加８５７百万円、原材料及び貯蔵品の増加８１７百万円、現金及び預金の増

加３６５百万円などで、２，１４１百万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０．４％減少し、１１，４７０百万円となりました。増減の主なも

のは、建物及び構築物の減少８６百万円などで、５０百万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８．５％増加し、２６，８１６百万円となりました。 

ｂ．負債、純資産 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて１１．９％増加し、１４，１２９百万円となりました。増減の主な

ものは、支払手形及び買掛金の増加１，７１２百万円、短期借入金の減少２８２百万円などで、１，５０４百

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１７．０％増加し、４，９１８百万円となりました。増減の主なも

のは、長期借入金の増加６０２百万円などで、７１４百万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１３．２％増加し、１９，０４７百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べて１．６％減少し、７，７６９百万円となりました。増減の主なもの

は、利益剰余金の減少１３４百万円などで、１２７百万円減少しております。 

  

キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて３６

５百万円増加し、１，７４３百万円となりました。 

当第２四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、３１６百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は７５４百万円の

収入）となりました。 

これは主に、仕入債務の増加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、１７２百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は２５３百万円の

支出）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、２２１百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は４１５百万円の

支出）となりました。 

これは主に、長期借入れによる収入などによるものであります。 

  

（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11月11日）公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,420 1,785

受取手形及び売掛金 5,135 5,993

有価証券 3 3

商品及び製品 3,688 3,804

半成工事 2 19

原材料及び貯蔵品 2,127 2,944

繰延税金資産 408 442

その他 418 354

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,204 15,346

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,234 2,147

機械装置及び運搬具（純額） 1,856 1,832

土地 4,555 4,555

その他（純額） 125 188

有形固定資産合計 8,772 8,724

無形固定資産 133 127

投資その他の資産   

投資有価証券 1,850 1,829

繰延税金資産 649 671

その他 115 117

投資その他の資産合計 2,615 2,619

固定資産合計 11,521 11,470

資産合計 24,725 26,816
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,838 4,551

短期借入金 8,603 8,320

未払金 360 495

未払費用 449 390

未払法人税等 40 33

未払消費税等 15 16

賞与引当金 208 229

その他 109 91

流動負債合計 12,624 14,129

固定負債   

長期借入金 2,423 3,026

退職給付引当金 1,597 1,635

役員退職慰労引当金 108 121

環境対策引当金 31 31

その他 42 103

固定負債合計 4,204 4,918

負債合計 16,828 19,047

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 3,547

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,616 7,482

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 223 225

繰延ヘッジ損益 △4 △2

その他の包括利益累計額合計 219 223

少数株主持分 61 63

純資産合計 7,897 7,769

負債純資産合計 24,725 26,816
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 10,026 10,397

売上原価 8,919 8,605

売上総利益 1,106 1,791

販売費及び一般管理費   

運賃 354 370

出荷費 141 161

役員報酬 72 67

給料及び手当 319 336

賞与引当金繰入額 72 80

退職給付費用 53 65

役員退職慰労引当金繰入額 15 17

福利厚生費 80 86

旅費及び交通費 40 40

情報管理費 26 27

賃借料 71 71

減価償却費 5 3

研究開発費 92 77

その他 195 176

販売費及び一般管理費合計 1,541 1,583

営業利益又は営業損失（△） △434 208

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 1 －

助成金収入 15 10

その他 6 17

営業外収益合計 49 51

営業外費用   

支払利息 93 83

持分法による投資損失 21 21

その他 12 11

営業外費用合計 127 115

経常利益又は経常損失（△） △511 143
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 3 －

償却債権取立益 4 －

特別利益合計 7 1

特別損失   

固定資産除却損 24 5

災害による損失 － 25

製品回収等関連損失 － 278

その他 0 0

特別損失合計 24 309

税金等調整前四半期純損失（△） △528 △165

法人税、住民税及び事業税 23 24

法人税等調整額 △217 △58

法人税等合計 △193 △33

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △334 △131

少数株主利益 0 2

四半期純損失（△） △334 △134
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △334 △131

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △129 1

繰延ヘッジ損益 2 2

その他の包括利益合計 △126 3

四半期包括利益 △461 △127

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △461 △130

少数株主に係る四半期包括利益 0 2
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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損失（△） △528 △165

減価償却費 337 337

災害損失 － 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26 37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31 12

受取利息及び受取配当金 △25 △23

支払利息 93 83

売上債権の増減額（△は増加） △327 △857

たな卸資産の増減額（△は増加） 613 △949

仕入債務の増減額（△は減少） 628 1,712

その他 △11 180

小計 775 395

災害損失の支払額 － △41

法人税等の支払額 △20 △36

営業活動によるキャッシュ・フロー 754 316

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 △15 －

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 △238 △189

有形固定資産の除却による支出 △10 △7

有形固定資産の売却による収入 － 1

無形固定資産の取得による支出 △21 △0

利息及び配当金の受取額 25 23

その他 5 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △253 △172

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 － 21

短期借入金の返済による支出 △810 △331

長期借入れによる収入 1,200 1,300

長期借入金の返済による支出 △703 △669

利息の支払額 △94 △79

その他 △8 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △415 221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84 365

現金及び現金同等物の期首残高 1,522 1,378

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,607 1,743
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該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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。  

    

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  7,267  2,056  9,323  702  10,026

セグメント間の内部売上高又は
振替高  65  402  467  △467  －

計  7,332  2,458  9,790  235  10,026

セグメント利益又は損失（△）  △149  223  73  △508  △434

利益 
第２四半期連結累計期間

（百万円） 

報告セグメント計  73

「その他」の区分の利益又は損失（△）  5

セグメント間取引消去  △3

全社費用（注）  △510

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △434
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当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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  7,426  2,031  9,458  938  10,397

セグメント間の内部売上高又は
振替高  62  451  514  658  1,173

計  7,489  2,483  9,973  1,597  11,570

セグメント利益  491  197  689  55  744

利益 
第２四半期連結累計期間

（百万円） 

報告セグメント計  689

「その他」の区分の利益  55

セグメント間取引消去  △15

全社費用（注）  △520

四半期連結損益計算書の営業利益  208

（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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