
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

 平成23年３月期の期末及び年間の配当予想額は未定であります。（「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23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  4,925  △9.5  80  △60.7  79  △60.2  44  △60.0

22年３月期第１四半期  5,444  △22.1  204  △23.8  198  △24.6  111  △29.7

  
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 

23年３月期第１四半期  2  09 ― 

22年３月期第１四半期  5  23 ― 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  20,769  11,320  54.5  531  59

22年３月期  21,631  11,415  52.8  536  12

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 11,320百万円 22年３月期 11,415百万円

  
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 

22年３月期 ―  4 00 ― 4 00  8  00

23年３月期 ― 

23年３月期（予想）  5 00 ― ― ― 

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  10,300  0.5  120 ―  110 ―  50 ―  2  35

通期  22,900  5.1  810  124.1  800  125.3  420  167.6  19  72



４．その他 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

(注）詳細は、３ページ【２．その他の情報】「（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要」をご覧くだ

さい。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

(注）詳細は、３ページ【２．その他の情報】「（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要」をご

覧ください。  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続き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．当四半期の連結業績等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」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、期末及び年間の配当予想額は現時点では未定であります。なお、期末及び年間の配当予想額につきまして

は、今後の業績等を総合的に勘案し、見通しが立った時点で開示いたします。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 21,474,562株 22年３月期 21,474,562株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 179,577株 22年３月期 181,372株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 21,293,778株 22年３月期１Ｑ 21,298,843株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国を始めとした新興国経済の高成長を背景に輸出や生産の

増加が続いています。雇用や所得環境は依然として厳しいものの、各種の刺激策により個人消費は持ち直し基調に

あります。しかしながら国内の需給バランスの改善には時間を要すると見られ、一部の欧州諸国の財政状況が国際

金融や世界経済に与える影響が不透明であり、楽観できる状況ではありません。 

 肥料業界におきましては、農業の構造的問題による耕作放棄地の増加、農産物市況低迷、生産コスト低減運動に

伴う減肥施策に加え、先安期待からの買い控えや流通在庫圧縮などの影響により、厳しい経営環境が継続しており

ます。 

 このような事業環境の下、当社グループは新中期２ヵ年計画「Forward（フォワード）2010」に基づき、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、各地域のニーズにきめこまかく

対応した生産・販売体制の構築を一層進めるとともに、経費の削減による収益力の向上に注力しました。また非肥

料事業分野では化粧品関連製品の商品開発と拡販に努めました。しかしながら、６月から始まる平成22肥料年度の

価格改定が値下げになったことによる高値の在庫製品・原料の影響に加え、流通在庫圧縮等による需要の減退の影

響を受け、経営成績は非常に厳しいものとなりました。 

 その結果、当第１四半期の営業成績は売上高4,925百万円（前年同期比9.5％減）、営業利益80百万円（前年同期

比60.7％減）、経常利益79百万円（前年同期比60.2％減）、四半期純利益44百万円（前年同期比60.0％減）となり

ました。 

  

 各セグメント別の概況は以下の通りです。なお、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に

関する会計基準」を適用し、セグメントの区分を従来から変更したため、前年同期比の表示は記載しておりませ

ん。 

  

 肥料事業は、耕作面積の減少に伴う需要の減少傾向と企業間競争の激化に加え、平成22肥料年度価格改定の影響

を受け、販売数量は増加したものの、売上、利益面では厳しく、売上高は4,349百万円、営業利益は104百万円とな

りました。 

 飼料事業は、株式会社カタクラフーズが新たに連結範囲に加わったこと等により、売上、利益とも増加し、売上

高は280百万円、営業利益は18百万円となりました。 

 不動産事業は、売上、利益とも安定しており、売上高は96百万円、営業利益は72百万円となりました。 

 その他事業は、化粧品関連製品で販売数量・金額ともに増加しました。その他事業全体では、売上高199百万

円、営業損失１百万円となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

  当第１四半期連結会計期間末（以下「当第１四半期末」という。）の資産の合計は20,769百万円となり、前連

 結会計年度末（以下「前年度末」という。）に比べ862百万円減少しました。これは、主に受取手形及び売掛金 

 が1,087百万円減少したことなどによるものであります。  

  

 当第１四半期末の負債の合計は9,449百万円となり、前年度末に比べ766百万円減少しました。これは、主に支

払手形及び買掛金が515百万円減少したこと、及び短期借入金が220百万円減少したことなどによるものでありま

す。 

  

 当第１四半期末の純資産の合計は11,320百万円となり、前年度末に比べ95百万円減少しました。これは主に利

益剰余金が80百万円減少したことなど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52.8％から54.5％となり、１株当たり純資産額は前年度末の536.12円か

ら531.59円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ143百万円増加し、1,001百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は576百万円(前年同期は689百万円の増加)となりまし

た。これは、主に売上債権の減少(1,130百万円)及び仕入債務の減少(△490百万円)など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１四半期連結累計期間の投資活動による資金の減少は145百万円(前年同期は105百万円の減少)となりまし

た。これは、主に有形固定資産の取得(△131百万円)による支払など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１四半期連結累計期間の財務活動による資金の減少は313百万円(前年同期は623百万円の減少)となりまし

た。これは、主に当社の短期借入金の減少(△220百万円)及び配当金の支払い(△85百万円)などによるものであ

ります。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の連結業績は需要の減退や平成22肥料年度秋肥の価格改定が値下げになった影響を受け、売上高、

利益ともに前年を大きく下回りました。第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、現在のところ平

成22肥料年度春肥の価格改定結果及び原燃料価格の動向が不透明であることから、平成22年5月14日に公表の予想

は変更せず据え置きとしております。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法により算定しております。  

②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。  

③税金費用については、当第１四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該当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。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報

片倉チッカリン㈱（4031）平成23年３月期 第１四半期決算短信



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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,055 911

受取手形及び売掛金 4,147 5,234

商品及び製品 2,649 2,821

仕掛品 129 201

原材料及び貯蔵品 2,727 2,147

その他 598 1,148

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 11,306 12,463

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,967 2,653

機械装置及び運搬具（純額） 1,508 1,457

土地 3,649 3,521

その他（純額） 153 153

有形固定資産合計 8,278 7,786

無形固定資産   

その他 29 28

無形固定資産合計 29 28

投資その他の資産   

投資有価証券 427 636

その他 747 737

貸倒引当金 △19 △20

投資その他の資産合計 1,154 1,353

固定資産合計 9,462 9,168

資産合計 20,769 21,631
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,163 3,678

短期借入金 3,199 3,419

未払法人税等 71 16

賞与引当金 40 141

その他 1,509 1,451

流動負債合計 7,984 8,708

固定負債   

長期借入金 103 108

退職給付引当金 704 700

役員退職慰労引当金 138 177

その他 517 520

固定負債合計 1,464 1,507

負債合計 9,449 10,215

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,549 3,549

資本剰余金 3,083 3,084

利益剰余金 4,735 4,815

自己株式 △63 △64

株主資本合計 11,304 11,384

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 31

評価・換算差額等合計 15 31

純資産合計 11,320 11,415

負債純資産合計 20,769 21,631
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,444 4,925

売上原価 4,279 3,938

売上総利益 1,164 987

販売費及び一般管理費 960 906

営業利益 204 80

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 0 0

受取賃貸料 － 3

保険返戻金 － 2

その他 6 3

営業外収益合計 11 11

営業外費用   

支払利息 15 11

その他 0 1

営業外費用合計 16 12

経常利益 198 79

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除売却損 2 1

特別損失合計 2 1

税金等調整前四半期純利益 197 78

法人税、住民税及び事業税 86 33

法人税等調整額 △1 △0

法人税等合計 85 33

四半期純利益 111 44
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 197 78

減価償却費 146 153

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） △5 1

受取利息及び受取配当金 △4 △1

支払利息 15 11

有形固定資産処分損益（△は益） 2 1

たな卸資産評価損 108 40

売上債権の増減額（△は増加） 1,862 1,130

たな卸資産の増減額（△は増加） 722 △98

仕入債務の増減額（△は減少） △1,434 △490

未払消費税等の増減額（△は減少） △3 △52

その他 △337 △185

小計 1,267 588

利息及び配当金の受取額 9 6

利息の支払額 △15 △11

法人税等の支払額 △571 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー 689 576

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △54 △54

定期預金の払戻による収入 54 54

有形固定資産の取得による支出 △111 △131

有形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

関係会社株式の取得による支出 － △16

貸付金の回収による収入 6 －

長期預り保証金の返還による支出 △0 △0

長期預り敷金による収入 0 －

その他 0 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △105 △145

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） △445 △220

長期借入金の返済による支出 △4 △4

長期借入れによる収入 － －

リース債務の返済による支出 △2 △4

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 △170 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー △623 △313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39 117

現金及び現金同等物の期首残高 727 857

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 26

現金及び現金同等物の四半期末残高 687 1,001

片倉チッカリン㈱（4031）平成23年３月期 第１四半期決算短信



該当事項はありません。  

  

  

 【事業の種類別セグメント情報】  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主な製品又は事業内容 

  

    【所在地別セグメント情報】  

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）において、本邦以外の国又は地

 域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

    【海外売上高】 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）において、海外売上高がないた

 め、該当事項はありません。                                    

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
肥料事業 
（百万円）

飼料事業 
（百万円）

物資その
他事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
 4,523  259  661  5,444  －  5,444

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  4,523  259  661  5,444  －  5,444

営業利益  243  1  81  325 （121）  204

(1）肥料事業 製品（配合肥料、化成肥料、液状肥料）、商品（各種肥料） 

(2）飼料事業 製品（発酵飼料）、商品（魚粕・魚粉、配合飼料、その他飼料） 

(3）物資その他事業 製品（育苗培土、その他製品）、商品（農業資材、化粧品、食品農水産物、

その他物資）、不動産賃貸  
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

 資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

  当社は、本社に製品・サービス別の事業本部・事業部を置き、各事業本部・事業部は、取扱う製品・サービ

 スについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

  したがって、当社は、事業本部・事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

 「肥料事業」、「飼料事業」及び「不動産事業」の３つを報告セグメントとしております。 

  「肥料事業」は配合肥料、化成肥料、ペースト肥料等の各種肥料及び育苗培土を生産しております。 

  「飼料事業」は発酵飼料、魚粉末等を生産しております。 

  「不動産事業」はオフィスビルや営業用店舗等を賃貸し、保有する不動産の有効活用を行っております。 

  

２．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 

  当第1四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

 （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．セグメント利益の調整額 △113百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△113百万円が含

まれております。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。 

  

（追加情報） 

  当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

 成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

 号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

 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   4,349  280  96  4,726  199  4,925  －  4,925

セグメント間の内部売上高 

又は振替高  
 －  －  －  －  －  －  －  －

計  4,349  280  96  4,726  199  4,925  －  4,925

セグメント利益又は損失(△)  104  18  72  195  △1  193  △113  80

（６）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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