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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30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 ％

26年３月期第２四半期 9,829 2.3 261 38.3 297 49.9 125 △35.0
25年３月期第２四半期 9,604 2.0 189 △41.7 198 △42.0 193 75.5

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 147百万円(△17.2％) 25年３月期第２四半期 178百万円( 70.7％)

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

26年３月期第２四半期 5.90 ―
25年３月期第２四半期 9.07 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 19,129 11,236 58.7
25年３月期 21,096 11,259 53.4

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 11,236百万円 25年３月期 11,259百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 8.00 8.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

  詳細は、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄をご覧ください。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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 21,700 6.4 710 9.8 720 6.6 385 △9.2 18.12
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

  詳細は、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄をご覧ください。  



  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

※ 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)

（２）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【２．サマリー情報（注記事項）に関する事項】「（１）四半期連結財務諸表の作成に特有
の会計処理の適用」をご覧ください。

（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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 21,474,562株 25年３月期 21,474,562株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 224,068株 25年３月期 222,248株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 21,251,038株 25年３月期２Ｑ 21,285,476株

※ 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に対するレビュー手続は終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1.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。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、３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 
 などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
2.配当予想額につきましては、業績動向を見極めつつ、配当性向の目標を50％（連結ベース）とすることを公表し 
 ておりますが、国内外の経済状況や市場環境等の様々な要因により今後の業績は大きく変動する可能性があるた 
 め、現在のところ当期の配当につきましては、期末及び年間の配当は１株につき８円とさせていただく予定
  であります。



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………… 2 

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………… 3  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………… 3  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………… 4  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………… 4  

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………… 5  

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………… 5  

（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 …………………………… 7 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………… 7 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………… 8  

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………… 9 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………10 

   (継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………10 

   (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………10  

   (セグメント情報) ………………………………………………………………………10   

  

○添付資料の目次

-1-

片倉チッカリン㈱（4031）平成26年３月期 第２四半期決算短信



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクスへの期待感や株高による消費

者マインドの改善により、民間消費が好転したことや、円安水準の維持及び米国を中心とした海

外経済の緩やかな復調等により、輸出環境に改善が見られたことを背景に、景気は持ち直してき

ております。この傾向は今後も続くことが予想され、更に年度の後半には、消費税率の引き上げ

を見込んだ駆け込み需要が一時的に景気を後押しするという見方がでております。 

一方、肥料業界におきましては、農業従事者の高齢化や後継者不足等の農業の構造的問題、生

産コスト低減の動き等により、依然として肥料需要の低迷が続いております。加えて、東日本大

震災や原子力発電所事故からの農地復旧の遅れや、東北農産物に対する風評被害等の問題も未だ

に残っております。 

このような事業環境の下、当社グループは中期事業３ヵ年計画「復活 2013」の方針に添い、

肥料事業分野では「安全・安心・良食味」の農産物生産に適した有機関連製品を中心に、各地域

のニーズに対応したきめ細かい提案型の営業活動と、生産・販売体制の効率化・強化に注力しま

した。また、その他の事業分野では、化粧品関連製品の商品開発と拡販、食品・農産物の産地開

拓と拡販、保有不動産の有効活用に努めました。 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、肥料事業分野、その他の事業分野ともに販

売が比較的堅調に推移したこと、肥料事業において価格の値上げに伴う前倒し出荷があったこ

と、損害保険金の受取りがあったこと等から、売上高9,829百万円（前年同四半期比2.3％増）、

営業利益261百万円（前年同四半期比38.3％増）、経常利益297百万円（前年同四半期比49.9％

増）となりましたが、９月末に大越工場で発生した火災事故に伴い特別損失48百万円を計上した

こと等により、四半期純利益は125百万円（前年同四半期比35.0％減）となりました。 

  

各セグメント別の概況は以下の通りであります。 

  

肥料事業は、日本農業の構造的問題、国内肥料需要の低迷などにより、依然として厳しい経営

環境が続いております。そのような状況の下、当社グループは従来から行ってきた地域密着の提

案型営業活動を推進するとともに、環境保全や省力化ニーズに対応した製品や、有機栽培、特別

栽培等に見られる農産物の差別化に適した有機関連製品などを中心に拡販に努めました。また、

新たなユーザーの開拓に向けて、新規商材の開発研究に注力し、商品化を進めてまいりました。

当第２四半期連結累計期間において、販売が比較的堅調に推移したことに加え、平成25肥料年度

秋肥価格の値上げに伴い前倒し出荷があったこと等から、売上高8,701百万円（前年同四半期比

1.8％増）、セグメント利益277百万円（前年同四半期比3.6％増）となりました。 

飼料事業は、自社製造品において、漁獲制限による原料入荷量の減少により生産・販売数量が

減少したこと等から、売上高398百万円（前年同四半期比1.8％減）、セグメント損失19百万円

（前年同四半期は５百万円の損失）となりました。 

不動産事業は、売上高201百万円（前年同四半期比0.3％減）となりましたが、経費が減少した

ことにより、セグメント利益146百万円（前年同四半期比3.2％増）となりました。 

その他事業は、化粧品事業において従来からの原料用商品の販売が堅調に推移したことや凍結

乾燥品の製造及び販売が順調であったこと、海外事業において中国向けに肥料製造技術の輸出を

行ったこと等により、売上高536百万円（前年同四半期比17.2％増）、セグメント利益63百万円

（前年同四半期は22百万円の損失）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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① 資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末（以下「当第２四半期末」という。）の資産の合計は19,129百万

円となり、前連結会計年度末（以下「前年度末」という。）に比べ1,966百万円減少しました。

これは、主に原材料及び貯蔵品が426百万円増加しましたが、現金及び預金が531百万円減少した

こと、及び受取手形及び売掛金が1,790百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期末の負債の合計は7,892百万円となり、前年度末に比べ1,944百万円減少しまし

た。これは、主に支払手形及び買掛金が1,185百万円減少したこと、未払法人税等が249百万円減

少したこと、及び短期借入金への振替等により長期借入金が308百万円減少したことによるもの

であります。 

当第２四半期末の純資産の合計は11,236百万円となり、前年度末に比べ22百万円減少しまし

た。これは、主にその他有価証券評価差額金が22百万円増加しましたが、利益剰余金が44百万円

減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は前年度末の53.4％から58.7％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年度末に比べ

531百万円減少し526百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は151百万円（前第２四半期

連結累計期間は674百万円の増加）となりました。これは、主に売上債権の減少（1,806百万

円）、仕入債務の減少（△1,185百万円）及び法人税等の支払額（△359百万円）によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は259百万円（前第２四半期

連結累計期間は354百万円の減少）となりました。これは、主に有形固定資産の取得（△211百

万円）、無形固定資産の取得（△203百万円）及び長期貸付金の回収による収入（143百万円）

によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は423百万円（前第２四半期

連結累計期間は96百万円の減少）となりました。これは、主に短期借入金の減少（△225百万

円）及び当社配当金の支払い（△170百万円）によるものであります。 

  

  

当第２四半期連結累計期間の業績は、肥料の値上げ改定に伴う前倒しの出荷もあり、売上高、

利益ともに前年同四半期を上回りました。しかしながら、今後につきましては、前倒し出荷の反

動減が予想されること、原燃料市況や肥料価格の動向、政府の農業政策による効果等、経営環境

が不透明であることから、通期業績予想は、前回発表の予想（平成25年５月15日公表）を据え置

きとしております。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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① 季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込ま

れるため、当該原価差異を繰り延べ処理しております。 

  

② 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率

を乗じて計算しております。 

  ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合

には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

  

  

  

（追加情報） 

当社大越工場の火災事故による被害の発生 

平成25年９月23日に当社大越工場構内において火災事故が発生しました。 

この火災事故に伴う固定資産の滅失損失等は、特別損失の「災害による損失」に計上しており

ます。また、今回の火災事故に伴う損失については、損害保険を付保しておりますが、現時点

で保険金の受取額が確定していないため保険金収入を計上しておりません。 

  

当社姫路工場の火災事故による被害の発生 

平成25年10月29日に当社姫路工場構内において火災事故が発生しました。 

この火災により集塵機の一部が損傷しましたが、弊社連結業績に与える影響は極めて軽微であ

ります。 

  

今後、当該２工場の事故発生を踏まえ、再発防止に努めてまいる所存であります。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

-4-

片倉チッカリン㈱（4031）平成26年３月期 第２四半期決算短信



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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,112 580

受取手形及び売掛金 5,915 4,124

商品及び製品 2,601 2,449

仕掛品 162 108

原材料及び貯蔵品 1,730 2,156

その他 306 328

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 11,826 9,745

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,736 2,755

機械装置及び運搬具（純額） 1,517 1,525

土地 3,512 3,509

その他（純額） 162 178

有形固定資産合計 7,929 7,968

無形固定資産 17 216

投資その他の資産

その他 1,372 1,248

貸倒引当金 △50 △50

投資その他の資産合計 1,322 1,198

固定資産合計 9,269 9,383

資産合計 21,096 19,129
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,520 2,334

短期借入金 2,663 2,737

未払法人税等 376 126

賞与引当金 174 179

その他 1,477 1,306

流動負債合計 8,212 6,684

固定負債

長期借入金 377 68

退職給付引当金 516 422

役員退職慰労引当金 215 209

その他 514 507

固定負債合計 1,624 1,207

負債合計 9,836 7,892

純資産の部

株主資本

資本金 3,549 3,549

資本剰余金 3,083 3,083

利益剰余金 4,632 4,588

自己株式 △72 △73

株主資本合計 11,193 11,148

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 66 88

その他の包括利益累計額合計 66 88

純資産合計 11,259 11,236

負債純資産合計 21,096 19,129
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 9,604 9,829

売上原価 7,640 7,808

売上総利益 1,964 2,021

販売費及び一般管理費 1,775 1,759

営業利益 189 261

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 1 2

受取保険金 1 25

その他 27 18

営業外収益合計 31 46

営業外費用

支払利息 12 10

その他 10 0

営業外費用合計 22 11

経常利益 198 297

特別利益

固定資産売却益 0 12

受取損害賠償金 191 －

特別利益合計 192 12

特別損失

固定資産除売却損 22 23

減損損失 － 8

災害による損失 － 48

その他 0 1

特別損失合計 23 82

税金等調整前四半期純利益 367 227

法人税、住民税及び事業税 174 102

法人税等調整額 △0 0

法人税等合計 174 102

少数株主損益調整前四半期純利益 193 125

四半期純利益 193 125
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 193 125

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14 22

その他の包括利益合計 △14 22

四半期包括利益 178 147

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 178 147
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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利益 367 227

減価償却費 278 288

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54 △93

受取利息及び受取配当金 △2 △3

支払利息 12 10

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △12

有形固定資産処分損益（△は益） 18 13

減損損失 － 8

災害による損失 － 48

受取損害賠償金 △191 －

売上債権の増減額（△は増加） 698 1,806

たな卸資産の増減額（△は増加） 113 △225

仕入債務の増減額（△は減少） △278 △1,185

未払消費税等の増減額（△は減少） △14 △45

その他 △226 △321

小計 721 515

利息及び配当金の受取額 5 6

利息の支払額 △12 △10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △150 △359

災害損失の支払額 △81 △0

損害賠償金の受取額 191 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 674 151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △365 △211

有形固定資産の売却による収入 58 14

無形固定資産の取得による支出 △0 △203

長期貸付金の回収による収入 － 143

長期預り保証金の返還による支出 △4 △4

その他 △41 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △354 △259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 15 △225

長期借入金の返済による支出 △8 △9

リース債務の返済による支出 △16 △18

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △85 △170

財務活動によるキャッシュ・フロー △96 △423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 224 △531

現金及び現金同等物の期首残高 1,011 1,058

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,239 526
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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 
(単位：百万円) 

(注) １．「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、化粧品関連、食品・農産物及び

物資その他の各事業を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額△192百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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 
(単位：百万円) 

(注) １．「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、化粧品関連、食品・農産物及び

物資その他の各事業を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額△206百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報）

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３)肥料 飼料 不動産 計

売上高

外部顧客への売上高 8,547 405 193 9,146 457 9,604 ― 9,604

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― 9 9 ― 9 △9 ―

計 8,547 405 202 9,155 457 9,613 △9 9,604

セグメント利益又は 
損失(△)

267 △5 142 403 △22 381 △192 189

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３)肥料 飼料 不動産 計

売上高

外部顧客への売上高 8,701 398 193 9,292 536 9,829 ― 9,829

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― 8 8 ― 8 △8 ―

計 8,701 398 201 9,301 536 9,838 △8 9,829

セグメント利益又は 
損失(△)

277 △19 146 404 63 468 △206 261
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