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１．平成29年９月期第２四半期の連結業績（平成28年10月１日～平成29年３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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年９月期第２四半期 7,997 △5.0 994 72.8 1,477 179.7 68 △90.3

28年９月期第２四半期 8,415 △2.5 575 △47.7 528 △61.6 702 △30.5

(注) 包括利益 29年９月期第２四半期 194 百万円 (△71.3％) 28年９月期第２四半期 675 百万円 (△37.0％)

　

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

29年９月期第２四半期 2.71 ―

28年９月期第２四半期 27.96 ―
　

（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 ％

29年９月期第２四半期 45,919 40,831 88.9

28年９月期 45,395 40,913 90.1

(参考) 自己資本 29年９月期第２四半期 40,831 百万円 28年９月期 40,913 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

28年９月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00

29年９月期 ― 11.00

29年９月期(予想) ― 11.00 22.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成29年９月期の連結業績予想（平成28年10月１日～平成29年９月30日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 15,700 △7.1 1,400 22.4 1,500 187.1 1,000 50.5 39.79

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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) 29年９月期２Ｑ 29,201,735株 28年９月期 29,201,735株

② 期末自己株式数 29年９月期２Ｑ 4,070,478株 28年９月期 4,070,396株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年９月期２Ｑ 25,131,312株 28年９月期２Ｑ 25,131,388株

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・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「連結業績予想など

の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢に改善の動きがみられることに加え、米

大統領選後の為替状況により輸出が持ち直す等、緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、米国の新大

統領の政策、欧州各国の政治経済、北朝鮮を巡る混乱等、不確実で先行きが見通せない状況となっております。

肥料業界におきましては、平成28年11月に政府が発表した「農業競争力強化プログラム」により肥料を含む生産

資材価格の引下げ等の方針が示され、農業関連の生産資材メーカーには一層厳しさが増しております。

このような状況のもと、主力の肥料事業におきましては、稲作の負担を大きく軽減する、育苗を必要としない直

播専用の肥料等、農業生産の大きな課題に対応する製品を引き続き推進するとともに、農業生産者へ適切な施肥方

法や栽培管理の指導を行う等、提案型の営業活動を行ってまいりました。

不動産賃貸事業におきましては、既存物件の運用の最適化を念頭に、収益力の強化を図ってまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は79億97百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は

９億94百万円（前年同期比72.8％増）と概ね計画通りとなりました。経常利益は為替が円安となったこともあり、

14億77百万円（前年同期比179.7％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、不動産賃貸事業及

びホテル事業の物件に係る減損損失を10億30百万円計上いたしました結果、68百万円（前年同期比90.3％減）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）

昨年後半の先安観による製品販売の遅れの回復を主因に、販売数量は前年を上回ったものの、製品価格が前年に

比べて大きく下落したため減収となり、売上高53億38百万円（前年同期比8.8％減）となりました。営業利益は前

年発生した補償等も無い事から、営業利益６億38百万円（前年同期比110.6％増）と減収増益となりました。

（商社事業）

販売価格は下落しましたが受注の拡大に努め、収益の改善に努めた結果、売上高16億75百万円（前年同期比1.0

％増）、営業利益１億58百万円（前年同期比31.3％増）と増収増益となりました。

（不動産賃貸事業）

名古屋市内を中心に各物件の収益が好調に推移する等、売上高７億53百万円（前年同期比9.2％増）、営業利益

４億28百万円（前年同期比18.1％増）と増収増益となりました。

（その他事業）

ホテル・運送・倉庫の各事業ともに経費削減等、収益性の向上に努めましたが、売上高３億69百万円（前年同期

比2.9％増）、営業利益81百万円（前年同期比2.0％減）と増収減益となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億24百万円増加し459億19百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が２億円、受取手形及び売掛金が14億83百万円、商品及び製品が４億73百万円増加

したことや、有価証券が３億31百万円、原材料及び貯蔵品が１億55百万円、不動産賃貸事業及びホテル事業の物件

に係る減損損失の計上等により建物及び構築物が４億21百万円、土地が７億４百万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６億６百万円増加し50億88百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が６億35百万円、未払法人税等が２億60百万円増加したことや、その他流動負債が２億55百万円

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２億８百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ82百万円減

少し408億31百万円となりました。この結果、自己資本比率は88.9％（前連結会計年度末90.1％）となりました。

利益剰余金の変動状況につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により68百万円増加し、配当

金の支払いにより２億76百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ２億８百万円減少し260億39百万円となり

ました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想につきましては、平成28年11月11日に発表いたしました業績予想を変更しておりませんが、今後、

業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示する予定であります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,966,703 9,167,380

受取手形及び売掛金 3,497,470 4,981,265

有価証券 7,102,737 6,771,564

商品及び製品 2,308,546 2,781,966

仕掛品 177,905 191,612

原材料及び貯蔵品 2,041,048 1,885,502

その他 520,223 407,074

貸倒引当金 △1,200 △810

流動資産合計 24,613,434 26,185,555

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,226,213 3,804,722

土地 12,866,544 12,162,162

その他（純額） 680,009 774,646

有形固定資産合計 17,772,767 16,741,531

無形固定資産 526,205 516,318

投資その他の資産

投資有価証券 1,895,292 1,915,251

その他 588,264 561,350

貸倒引当金 △145 △145

投資その他の資産合計 2,483,411 2,476,456

固定資産合計 20,782,384 19,734,305

資産合計 45,395,819 45,919,861
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,181,260 1,816,427

短期借入金 - 26,656

未払法人税等 127,323 388,176

賞与引当金 204,713 205,398

その他 1,657,676 1,401,781

流動負債合計 3,170,973 3,838,440

固定負債

役員退職慰労引当金 253,591 251,043

退職給付に係る負債 33,984 24,348

その他 1,023,885 974,943

固定負債合計 1,311,461 1,250,335

負債合計 4,482,435 5,088,775

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 26,247,443 26,039,206

自己株式 △2,127,899 △2,127,978

株主資本合計 40,630,973 40,422,658

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 351,015 469,367

退職給付に係る調整累計額 △68,605 △60,941

その他の包括利益累計額合計 282,410 408,426

純資産合計 40,913,383 40,831,085

負債純資産合計 45,395,819 45,919,861
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 8,415,449 7,997,389

売上原価 6,558,893 6,023,688

売上総利益 1,856,555 1,973,701

販売費及び一般管理費 1,280,770 979,011

営業利益 575,785 994,689

営業外収益

受取利息 5,897 7,709

受取配当金 16,437 14,121

持分法による投資利益 62,260 50,204

為替差益 - 103,098

デリバティブ評価益 - 271,329

その他 62,311 41,367

営業外収益合計 146,907 487,831

営業外費用

支払利息 222 289

固定資産廃棄損 9,163 2,792

為替差損 79,631 -

デリバティブ評価損 104,184 -

滞船料 - 1,240

その他 1,160 401

営業外費用合計 194,361 4,724

経常利益 528,331 1,477,796

特別利益

投資有価証券売却益 58,267 -

匿名組合清算益 426,921 -

特別利益合計 485,189 -

特別損失

減損損失 - 1,030,899

特別損失合計 - 1,030,899

税金等調整前四半期純利益 1,013,520 446,896

法人税、住民税及び事業税 429,876 376,556

法人税等調整額 △119,039 2,131

法人税等合計 310,837 378,687

四半期純利益 702,683 68,208

親会社株主に帰属する四半期純利益 702,683 68,208
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益 702,683 68,208

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25,328 118,352

繰延ヘッジ損益 2 -

退職給付に係る調整額 △1,565 7,663

その他の包括利益合計 △26,891 126,016

四半期包括利益 675,791 194,224

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 675,791 194,224
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年３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 1,013,520 446,896

減価償却費 213,772 216,442

減損損失 - 1,030,899

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,520 △389

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,193 685

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △354 △9,635

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,052 △2,548

受取利息及び受取配当金 △22,335 △21,830

為替差損益（△は益） 26,632 △59,091

デリバティブ評価損益（△は益） 104,184 △271,329

支払利息 222 289

持分法による投資損益（△は益） △62,260 △50,204

投資有価証券売却損益（△は益） △58,267 -

匿名組合清算損益（△は益） △426,921 -

売上債権の増減額（△は増加） △1,480,756 △1,483,795

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,108 △331,581

仕入債務の増減額（△は減少） 107,631 635,166

前受金の増減額（△は減少） 8,887 3,135

その他 517,280 △40,389

小計 △122,251 62,720

利息及び配当金の受取額 27,151 28,231

利息の支払額 △222 △289

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △615,643 △109,321

営業活動によるキャッシュ・フロー △710,965 △18,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △900,000 △2,600,000

有価証券の売却及び償還による収入 1,100,000 3,200,000

有形固定資産の取得による支出 △1,470,847 △126,689

有形固定資産の売却による収入 850 1,480

投資有価証券の取得による支出 △102,251 △2,341

投資有価証券の売却及び償還による収入 78,243 -

投資事業組合からの分配による収入 1,186,404 -

保険積立金の積立による支出 △41,354 △24,204

保険積立金の払戻による収入 42,629 31,113

その他 △3,285 △2,485

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,612 476,872

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） 56,423 26,656

自己株式の取得による支出 △44 △78

配当金の支払額 △301,576 △276,444

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,197 △249,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,632 △7,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,092,408 200,676

現金及び現金同等物の期首残高 9,623,537 8,966,703

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,531,129 9,167,380
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（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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28年３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

(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 5,849,027 1,634,521 644,299 8,127,848 287,600 8,415,449

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

4,374 24,033 45,415 73,822 71,685 145,507

計 5,853,401 1,658,554 689,714 8,201,670 359,286 8,560,957

セグメント利益 303,010 120,711 362,492 786,215 83,071 869,286

(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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 786,215

「その他」の区分の利益 83,071

セグメント間取引消去 8,483

全社費用(注) △300,136

その他の調整額 △1,848

四半期連結損益計算書の営業利益 575,785

(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。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成29年３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

(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 5,337,227 1,660,924 707,748 7,705,899 291,489 7,997,389

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

829 14,099 45,415 60,343 78,377 138,720

計 5,338,056 1,675,023 753,163 7,766,243 369,866 8,136,110

セグメント利益 638,270 158,503 428,018 1,224,792 81,406 1,306,199

(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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,224,792

「その他」の区分の利益 81,406

セグメント間取引消去 8,457

全社費用(注) △315,582

その他の調整額 △4,384

四半期連結損益計算書の営業利益 994,689

(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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

肥料事業 商社事業
不動産賃貸

事業
計

減損損失 ― ― 168,629 168,629 862,270 ― 1,030,899
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