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１．平成25年９月期第１四半期の連結業績（平成24年10月１日～平成24年12月31日）

（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 ％

25年９月期第１四半期 4,001 △2.0 379 △21.9 957 54.3 591 44.9

24年９月期第１四半期 4,084 12.7 485 63.0 620 290.7 408 365.9

(注) 包括利益 25年９月期第１四半期 754百万円(89.5％) 24年９月期第１四半期 398百万円(327.6％)

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

25年９月期第１四半期 22 40 ― ―

24年９月期第１四半期 15 27 ― ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年９月期第１四半期 43,246 37,910 87.7

24年９月期 43,566 37,561 86.2

(参考) 自己資本 25年９月期第１四半期 37,910百万円 24年９月期 37,561百万円

２．配当の状況

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

24年９月期 ― ― 10 00 ― ― 10 00 20 00

25年９月期 ― ―

25年９月期(予想) 10 00 ― ― 10 00 20 00

３．平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１日～平成25年９月30日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 8,200 △3.0 1,000 △6.6 1,050 △37.5 630 △40.4 24 01

通期 17,600 2.2 1,900 △11.5 2,000 △21.9 1,200 ― 45 74



  

 

 
(注)当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが

困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

  

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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は終了していませ

ん。 

  

・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あたっての注意事項等については、添付

資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ―社 (―)、除外 ―社 (―)

（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
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年９月期１Ｑ 29,201,735株 24年９月期 29,201,735株

② 期末自己株式数 25年９月期１Ｑ 2,967,220株 24年９月期 2,687,220株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年９月期１Ｑ 26,432,341株 24年９月期１Ｑ 26,759,808株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要の下支えにより緩やかながら景気回復の

兆しが見られたものの、欧州債務問題や新興国の景気減速、国内ではデフレ経済からの脱却の見通しが

立たないなど、先行きの見通せない状況で推移いたしました。 

肥料業界におきましては、肥料の国内需要は漸減傾向が続き、価格面では年２回肥料価格の改定を行

う２期制の導入などにより農家は価格動向に敏感となっており、各社の競争は激化しております。 

このような状況のもと、主力の肥料事業におきましては、顧客ニーズに対応した土壌分析や技術指導

等の付加サービスを伴う営業活動を推進するとともに生産効率の改善や経費圧縮を図ってまいりまし

た。 

商社事業におきましては、国際市況と国内需要動向等を注視しつつ受注の拡大に努めてまいりまし

た。 

また、不動産賃貸事業におきましては所有している賃貸物件ごとの収益性や稼働率の向上を図り、そ

の他事業ではホテル・運送・倉庫の各部門とも稼働率や顧客サービスの向上等により収益力の強化を図

ってまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は40億１百万円（前年同期比2.0％減）、

営業利益は３億79百万円（前年同期比21.9％減）、経常利益は９億57百万円（前年同期比54.3％増）、

四半期純利益は５億91百万円（前年同期比44.9％増）となりました。 

  

セグメント別の概況は以下のとおりです。 

（肥料事業） 

原価低減や経費圧縮に努めましたが、肥料価格の値上がりを見越した駆け込み需要のあった前期と比

較し販売数量が減少したため、売上高24億66百万円（前年同期比14.1％減）、営業利益３億11百万円

（前年同期比19.7％減）と減収減益となりました。 

（商社事業） 

受注の拡大に努め増収を確保しましたが、国際市況の変動や為替水準の影響により原価率が上昇し、

経費削減等に努めましたがこの影響を補いきれず、売上高11億73百万円（前年同期比42.8％増）、営業

利益49百万円（前年同期比26.9％減）と増収減益となりました。 

（不動産賃貸事業） 

賃貸物件ごとの稼働率向上に努め、売上高２億85百万円（前年同期比1.1％減）、営業利益１億46百

万円（前年同期比2.5％減）と概ね前期並の業績を確保しました。 

（その他事業） 

売上高は前期を下回りましたが、経費削減等に努め収益は前期を上回って推移しました。その他事業

全体では、売上高１億70百万円（前年同期比5.3％減）、営業利益31百万円（前年同期比26.0％増）と

減収増益となりました。 

  

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
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当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億20百万円減少し432億46百万円

となりました。これは主に、有価証券が４億円、商品及び製品が８億54百万円、建物及び構築物が２億

14百万円、土地が８億17百万円増加したことや、現金及び預金が26億円減少したことによるものであり

ます。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億69百万円減少し53億35百万円となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金が２億52百万円増加したことや、未払法人税等が４億91百万円、賞与引当

金が１億４百万円減少したことによるものであります。 

純資産につきましては、利益剰余金が３億26百万円、その他有価証券評価差額金が１億59百万円増加

したことや、自己株式の取得により１億40百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ３億

48百万円増加し379億10百万円となりました。この結果、自己資本比率は87.7％（前連結会計年度末

86.2％）となりました。 

利益剰余金の変動状況につきましては、四半期純利益の計上により５億91百万円増加し、配当金の支

払いにより２億65百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ３億26百万円増加し225億97百万円と

なりました。 

  

業績予想につきましては、現時点においては概ね予定の範囲内で推移しており、平成24年11月12日に

発表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日

以後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。 

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,103,280 6,503,183

受取手形及び売掛金 5,303,422 5,467,075

有価証券 1,999,727 2,399,981

商品及び製品 2,215,726 3,069,973

仕掛品 246,078 211,232

原材料及び貯蔵品 2,479,992 2,491,503

その他 461,166 334,427

貸倒引当金 △1,226 △60

流動資産合計 21,808,168 20,477,315

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,840,355 4,054,701

土地 11,850,867 12,668,480

その他（純額） 796,910 804,636

有形固定資産合計 16,488,133 17,527,817

無形固定資産 582,142 576,685

投資その他の資産   

投資有価証券 3,662,348 3,662,072

その他 1,027,496 1,004,041

貸倒引当金 △2,005 △1,880

投資その他の資産合計 4,687,839 4,664,234

固定資産合計 21,758,115 22,768,737

資産合計 43,566,284 43,246,053
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,806,809 2,059,464

短期借入金 － 69,264

未払法人税等 734,908 242,978

賞与引当金 217,733 113,154

役員賞与引当金 400 －

その他 1,508,162 1,112,758

流動負債合計 4,268,013 3,597,619

固定負債   

退職給付引当金 25,178 27,060

役員退職慰労引当金 203,331 199,902

その他 1,507,783 1,510,532

固定負債合計 1,736,293 1,737,495

負債合計 6,004,307 5,335,114

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,410,675 7,410,675

資本剰余金 9,100,755 9,100,755

利益剰余金 22,270,404 22,597,249

自己株式 △1,307,739 △1,448,299

株主資本合計 37,474,096 37,660,380

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 87,884 247,381

繰延ヘッジ損益 △4 3,177

その他の包括利益累計額合計 87,880 250,558

純資産合計 37,561,976 37,910,938

負債純資産合計 43,566,284 43,246,053
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 4,084,468 4,001,426

売上原価 3,094,166 3,106,377

売上総利益 990,301 895,048

販売費及び一般管理費 504,559 515,823

営業利益 485,742 379,225

営業外収益   

受取利息 8,061 5,821

受取配当金 16,628 14,956

持分法による投資利益 33,841 18,202

デリバティブ評価益 122,695 515,249

その他 18,920 48,827

営業外収益合計 200,147 603,055

営業外費用   

支払利息 10 43

為替差損 59,184 24,455

売上割引 237 89

その他 6,062 209

営業外費用合計 65,494 24,797

経常利益 620,396 957,484

特別利益   

固定資産売却益 134 －

特別利益合計 134 －

税金等調整前四半期純利益 620,530 957,484

法人税、住民税及び事業税 173,285 274,874

法人税等調整額 38,706 90,620

法人税等合計 211,991 365,494

少数株主損益調整前四半期純利益 408,539 591,989

四半期純利益 408,539 591,989
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 408,539 591,989

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,220 159,496

繰延ヘッジ損益 △2 3,181

その他の包括利益合計 △10,222 162,677

四半期包括利益 398,316 754,667

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 398,316 754,667
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該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31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、ホテル事業、運送事業及び倉庫事業を

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

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
肥料事業 商社事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,870,286 812,078 265,661 3,948,026 136,441 4,084,468

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 9,353 22,749 32,103 43,094 75,197

計 2,870,286 821,432 288,410 3,980,129 179,536 4,159,665

セグメント利益 388,605 68,021 150,471 607,097 25,286 632,384

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 607,097

「その他」の区分の利益 25,286

セグメント間取引消去 3,874

のれんの償却額 △1,572

全社費用(注) △150,447

その他の調整額 1,503

四半期連結損益計算書の営業利益 485,742
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31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、ホテル事業、運送事業及び倉庫事業を

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。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
肥料事業 商社事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,465,617 1,135,891 262,617 3,864,126 137,300 4,001,426

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,360 37,221 22,737 61,318 32,780 94,099

計 2,466,977 1,173,112 285,354 3,925,444 170,080 4,095,525

セグメント利益 311,908 49,694 146,674 508,277 31,864 540,142

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 508,277

「その他」の区分の利益 31,864

セグメント間取引消去 3,973

全社費用(注) △164,500

その他の調整額 △390

四半期連結損益計算書の営業利益 379,225

（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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