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(百万円未満切捨て)

１．平成30年９月期第２四半期の連結業績（平成29年10月１日～平成30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 ％

30年９月期第２四半期 7,722 △3.4 731 △26.5 835 △43.5 593 770.5
29年９月期第２四半期 7,997 △5.0 994 72.8 1,477 179.7 68 △90.3

(注) 包括利益 30年９月期第２四半期 634 百万円 (226.4％) 29年９月期第２四半期 194 百万円 (△71.3％)

　

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

30年９月期第２四半期 23.63 ―

29年９月期第２四半期 2.71 ―
　

（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 ％

30年９月期第２四半期 46,184 40,263 87.2

29年９月期 44,145 39,906 90.4

(参考) 自己資本 30年９月期第２四半期 40,263百万円 29年９月期 39,906百万円

　

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

29年９月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00

30年９月期 ― 11.00

30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30年９月期の連結業績予想（平成29年10月１日～平成30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 15,900 △3.0 1,000 △36.8 1,000 △52.3 600 ― 23.87

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

決算短信（宝印刷） 2018年04月26日 11時02分 1ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



※ 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) 30年９月期２Ｑ 29,201,735株 29年９月期 29,201,735株

② 期末自己株式数 30年９月期２Ｑ 4,070,478株 29年９月期 4,070,478株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年９月期２Ｑ 25,131,257株 29年９月期２Ｑ 25,131,312株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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２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、緩やかな景気回復基

調で推移しました。しかしながら、米国の経済政策、中東や東アジアを巡る混乱など、海外情勢は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、政府が発表した「農業競争力強化プログラム」に基づき、農林水産省が生産資材価格引下

げを目的に、肥料の銘柄数削減による生産性向上への取組をメーカーに対して求めているほか、全農においても肥料の

銘柄集約や入札制度の導入などで調達価格の引下げを図るなど、当社を取り巻く環境は大きく変化しております。

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

培専用の肥料など、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、農業生産者に適切な施肥方法

や栽培管理の指導を行うなど、提案型の営業活動を進めてまいりましたが、販売価格の下落の影響が大きく、減収とな

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77億22百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は７億31

百万円（前年同期比26.5％減）となりました。経常利益はデリバティブ評価益の減少もあり、８億35百万円（前年同期

比43.5％減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前期計上した減損損失の発生が今期は無かったた

め、５億93百万円（前年同期比770.5％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）

　販売数量はほぼ前年通りとなりましたが、販売価格が下落し減収となりました。この結果、売上高51億23百万円（前

年同期比4.0％減）、営業利益５億39百万円（前年同期比15.4％減）と減収減益となりました。

　（商社事業）

　工業用原料の販売が好調であった影響により増収となりました。この結果、売上高16億92百万円（前年同期比1.0％

増）、営業利益１億63百万円（前年同期比3.0％増）と増収増益となりました。

　（不動産賃貸事業）

　解体予定の賃貸物件からテナントが退去したことなどにより減収となりました。この結果、売上高６億67百万円（前

年同期比11.3％減）、営業利益２億96百万円（前年同期比30.8％減）と減収減益となりました。

　（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や経費削減などにより収益性の向上に努めましたが、その他事業全

体では、売上高３億59百万円（前年同期比2.9％減）、営業利益79百万円（前年同期比2.2％減）と減収減益となりまし

た。

（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20億39百万円増加し461億84百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金が21億53百万円、商品及び製品が19億22百万円、受取手形及び売掛金が７億28百万円増加した

ことや、有価証券が26億24百万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16億82百万円増加の59億21百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金が17億40百万円増加したことや、未払法人税等が１億20百万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、前連結会計年度末に比べ３億57百万円増加し402億63百万円となりました。この結果、自己資

本比率は87.2％（前連結会計年度末90.4％）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５億93百万円増加し、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３億17百万円増加し253億93百万円となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　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29年11月14日に発表いたしまし

た業績予想に変更はありません。
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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29年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,547,630 12,701,360

受取手形及び売掛金 4,428,427 5,156,766

有価証券 5,724,477 3,099,860

商品及び製品 2,235,381 4,158,059

仕掛品 218,029 239,194

原材料及び貯蔵品 2,123,035 1,927,493

その他 401,239 354,443

貸倒引当金 △718 △57

流動資産合計 25,677,503 27,637,119

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,495,784 3,400,515

土地 11,697,198 11,697,198

その他（純額） 751,520 713,214

有形固定資産合計 15,944,503 15,810,928

無形固定資産 62,831 57,828

投資その他の資産

投資有価証券 1,969,814 2,077,081

その他 490,527 601,990

投資その他の資産合計 2,460,341 2,679,072

固定資産合計 18,467,676 18,547,829

資産合計 44,145,180 46,184,948
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,278,303 3,018,313

短期借入金 53,938 42,224

未払法人税等 341,071 220,251

賞与引当金 227,829 240,445

その他 1,142,627 1,235,117

流動負債合計 3,043,770 4,756,350

固定負債

役員退職慰労引当金 259,318 32,467

退職給付に係る負債 68,098 57,945

その他 867,739 1,074,369

固定負債合計 1,195,156 1,164,782

負債合計 4,238,926 5,921,133

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 25,076,392 25,393,734

自己株式 △2,127,978 △2,127,978

株主資本合計 39,459,844 39,777,186

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 512,772 544,670

退職給付に係る調整累計額 △66,363 △58,041

その他の包括利益累計額合計 446,409 486,629

純資産合計 39,906,253 40,263,815

負債純資産合計 44,145,180 46,184,948
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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28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 7,997,389 7,722,558

売上原価 6,023,688 5,939,807

売上総利益 1,973,701 1,782,751

販売費及び一般管理費 979,011 1,051,596

営業利益 994,689 731,154

営業外収益

受取利息 7,709 2,823

受取配当金 14,121 18,583

持分法による投資利益 50,204 64,516

為替差益 103,098 -

デリバティブ評価益 271,329 9,889

その他 41,367 39,054

営業外収益合計 487,831 134,867

営業外費用

支払利息 289 773

固定資産廃棄損 2,792 5,371

為替差損 - 24,338

滞船料 1,240 -

その他 401 481

営業外費用合計 4,724 30,964

経常利益 1,477,796 835,057

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 446,896 835,057

法人税、住民税及び事業税 376,556 221,714

法人税等調整額 2,131 19,557

法人税等合計 378,687 241,272

四半期純利益 68,208 593,785

親会社株主に帰属する四半期純利益 68,208 593,785
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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28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年３月31日)

四半期純利益 68,208 593,785

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 118,352 31,897

退職給付に係る調整額 7,663 8,321

その他の包括利益合計 126,016 40,219

四半期包括利益 194,224 634,005

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 194,224 634,005
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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28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30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 446,896 835,057

減価償却費 216,442 213,299

減損損失 1,030,899 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △389 △660

賞与引当金の増減額（△は減少） 685 12,616

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △9,635 △10,152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,548 △226,851

受取利息及び受取配当金 △21,830 △21,406

為替差損益（△は益） △59,091 △9,313

デリバティブ評価損益（△は益） △271,329 △9,889

支払利息 289 773

持分法による投資損益（△は益） △50,204 △64,516

売上債権の増減額（△は増加） △1,483,795 △728,338

たな卸資産の増減額（△は増加） △331,581 △1,748,301

仕入債務の増減額（△は減少） 635,166 1,740,009

前受金の増減額（△は減少） 3,135 27,561

その他 △40,389 175,847

小計 62,720 185,734

利息及び配当金の受取額 28,231 25,448

利息の支払額 △289 △773

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △109,321 △292,968

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,659 △82,558

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 △2,600,000 △2,100,000

有価証券の売却及び償還による収入 3,200,000 4,736,311

有形固定資産の取得による支出 △126,689 △91,333

無形固定資産の取得による支出 - △4,450

有形固定資産の売却による収入 1,480 1,615

投資有価証券の取得による支出 △2,341 △2,394

保険積立金の積立による支出 △24,204 △23,063

保険積立金の払戻による収入 31,113 15,004

その他 △2,485 △5,797

投資活動によるキャッシュ・フロー 476,872 2,525,891

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） 26,656 △11,714

自己株式の取得による支出 △78 -

配当金の支払額 △276,444 △276,443

財務活動によるキャッシュ・フロー △249,866 △288,158

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,670 △1,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 200,676 2,153,729

現金及び現金同等物の期首残高 8,966,703 10,547,630

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,167,380 12,701,360
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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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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年10月１日 至 平成30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 5,121,716 1,688,841 624,198 7,434,756 287,802 7,722,558

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

1,635 3,529 43,718 48,883 71,514 120,398

計 5,123,352 1,692,370 667,916 7,483,639 359,317 7,842,956

セグメント利益 539,766 163,182 296,069 999,018 79,638 1,078,657

(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 999,018

「その他」の区分の利益 79,638

セグメント間取引消去 8,602

全社費用(注) △359,361

その他の調整額 3,256

四半期連結損益計算書の営業利益 731,154

(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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