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(百万円未満切捨て)

１．平成29年９月期第３四半期の連結業績（平成28年10月１日～平成29年６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
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３四半期 13,220 △2.3 1,526 54.9 2,048 354.1 455 △34.6

28年９月期第３四半期 13,533 △2.5 985 △44.1 451 △78.0 696 △51.7

(注) 包括利益 29年９月期第３四半期 594百万円 (16.6％) 28年９月期第３四半期 509百万円 (△67.4％)

　

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３四半期 18.12 ―

28年９月期第３四半期 27.70 ―
　

（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３四半期 45,842 40,955 89.3

28年９月期 45,395 40,913 90.1

(参考) 自己資本 29年９月期第３四半期 40,955百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 25,131,294株 28年９月期３Ｑ 25,131,372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３四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ました。これを受け、当社を取巻く環境が大きく変わることが予想されており

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通じて販売数量を伸ばしてまいりました。

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３四半期連結累計期間における連結売上高は132億20百万円（前年同期比2.3％減）、営業利益は

15億26百万円（前年同期比54.9％増）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、20億48百万円

（前年同期比354.1％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、４億55百万円（前年同期比34.6％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、今年６月以降の肥料価格の値上げを見越した駆け込み需要によ

り販売数量は前年同期を上回りましたが、製品価格の下落の影響が大きく、売上高84億97百万円（前年同期比5.5％

減）と減収になりました。営業利益は前年発生した補償等も無いことから、９億64百万円（前年同期比79.3％増）

と増益となりました。

（商社事業）

販売価格は下落しましたが受注の拡大に努め、収益性の改善に努めました結果、売上高32億30百万円（前年同期

比2.2％増）、営業利益２億88百万円（前年同期比37.8％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11億45百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益６

億49百万円（前年同期比15.9％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稼働率の改善と経費削減による収益性の向上に努めました。この結果、その

他事業全体では、売上高５億53百万円（前年同期比2.9％増）、営業利益１億23百万円（前年同期比0.6％減）と前

期並みの業績となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億46百万円増加し458億42百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が23億79百万円、商品及び製品が１億97百万円増加したことや、現金及び預

金が１億92百万円、有価証券が５億32百万円、原材料及び貯蔵品が１億89百万円減少したことによるものでありま

す。また、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４億83百万円、

土地が７億４百万円減少しております。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４億４百万円増加し48億87百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が４億94百万円、未払法人税等が２億32百万円増加したことや、賞与引当金が１億６百万円、そ

の他流動負債が１億70百万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、その他有価証券評価差額金が１億27百万円増加し、利益剰余金が97百万円減少したこと

等により、前連結会計年度末に比べ41百万円増加し409億55百万円となりました。この結果、自己資本比率は89.3％

（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４億55百万円増加し、

配当金の支払いにより５億52百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ97百万円減少し261億50百万円となりま

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３四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,966,703 8,773,935

受取手形及び売掛金 3,497,470 5,876,740

有価証券 7,102,737 6,570,176

商品及び製品 2,308,546 2,505,775

仕掛品 177,905 163,450

原材料及び貯蔵品 2,041,048 1,851,081

その他 520,223 452,951

貸倒引当金 △1,200 △1,083

流動資産合計 24,613,434 26,193,028

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,226,213 3,742,387

土地 12,866,544 12,162,162

その他（純額） 680,009 740,074

有形固定資産合計 17,772,767 16,644,625

無形固定資産 526,205 512,618

投資その他の資産

投資有価証券 1,895,292 1,934,603

その他 588,264 557,170

貸倒引当金 △145 -

投資その他の資産合計 2,483,411 2,491,774

固定資産合計 20,782,384 19,649,018

資産合計 45,395,819 45,842,046
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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３四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,181,260 1,675,305

未払法人税等 127,323 359,586

賞与引当金 204,713 98,303

その他 1,657,676 1,487,245

流動負債合計 3,170,973 3,620,440

固定負債

役員退職慰労引当金 253,591 255,179

退職給付に係る負債 33,984 36,484

その他 1,023,885 974,919

固定負債合計 1,311,461 1,266,582

負債合計 4,482,435 4,887,023

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 26,150,024

自己株式 △2,127,899 △2,127,978

株主資本合計 40,630,973 40,533,476

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 351,015 478,656

退職給付に係る調整累計額 △68,605 △57,109

その他の包括利益累計額合計 282,410 421,547

純資産合計 40,913,383 40,955,023

負債純資産合計 45,395,819 45,842,046
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 13,533,090 13,220,154

売上原価 10,750,890 10,145,340

売上総利益 2,782,200 3,074,814

販売費及び一般管理費 1,796,936 1,548,283

営業利益 985,263 1,526,530

営業外収益

受取利息 8,017 10,067

受取配当金 32,490 32,049

持分法による投資利益 - 55,135

為替差益 - 80,161

デリバティブ評価益 - 296,522

補助金収入 27,061 -

その他 51,613 53,176

営業外収益合計 119,183 527,113

営業外費用

支払利息 411 578

固定資産廃棄損 10,465 2,797

持分法による投資損失 69,640 -

為替差損 273,499 -

デリバティブ評価損 298,301 -

その他 893 1,298

営業外費用合計 653,213 4,674

経常利益 451,234 2,048,970

特別利益

投資有価証券売却益 210,611 -

匿名組合清算益 426,921 -

特別利益合計 637,533 -

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 1,088,767 1,018,070

法人税、住民税及び事業税 540,907 592,795

法人税等調整額 △148,186 △30,194

法人税等合計 392,721 562,600

四半期純利益 696,046 455,469

親会社株主に帰属する四半期純利益 696,046 455,469
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 696,046 455,469

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △183,856 127,641

繰延ヘッジ損益 △34 -

退職給付に係る調整額 △2,398 11,495

その他の包括利益合計 △186,289 139,136

四半期包括利益 509,756 594,606

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 509,756 594,606
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（３）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３四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28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

(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 8,983,271 3,132,666 987,407 13,103,345 429,745 13,533,090

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

6,569 29,966 68,122 104,658 107,759 212,417

計 8,989,840 3,162,633 1,055,529 13,208,003 537,505 13,745,508

セグメント利益 538,034 209,164 560,297 1,307,496 124,617 1,432,114

(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 1,307,496

「その他」の区分の利益 124,617

セグメント間取引消去 12,791

全社費用(注) △459,810

その他の調整額 169

四半期連結損益計算書の営業利益 985,263

(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３四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成29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

(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 8,495,440 3,210,246 1,077,393 12,783,080 437,074 13,220,154

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

1,629 20,550 68,122 90,301 115,931 206,233

計 8,497,069 3,230,796 1,145,516 12,873,382 553,006 13,426,388

セグメント利益 964,476 288,255 649,619 1,902,351 123,858 2,026,209

(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 1,902,351

「その他」の区分の利益 123,858

セグメント間取引消去 12,541

全社費用(注) △510,372

その他の調整額 △1,848

四半期連結損益計算書の営業利益 1,526,530

(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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