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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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1四半期 5,115 9.2 141 ― 129 ― △20 ―

25年3月期第1四半期 4,683 △0.6 △71 ― △90 ― △70 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △50百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △101百万円 （―％）

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1四半期 △0.37 ―

25年3月期第1四半期 △1.25 ―

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

26年3月期第1四半期 25,749 7,919 30.4 139.96
25年3月期 25,863 7,970 30.5 140.88

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,833百万円 25年3月期  7,885百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

※平成26年３月期の配当予想につきましては、現時点において未定です。 

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 0.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） ― ― ― ―

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） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 10,000 △1.3 0 ― △40 ― △50 ― △0.89

通期 22,500 5.1 420 68.0 320 128.6 170 40.5 3.04



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(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のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。 
なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項につきましては、【添付資料】２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」をご参照ください。、 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 56,000,000 株 25年3月期 56,000,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 30,179 株 25年3月期 30,178 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 55,969,821 株 25年3月期1Q 55,971,472 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策を背景とした円安・株

高傾向を受けて、景気には改善の動きがみられ、企業業績や消費動向も徐々に持ち直し始めております。 

 しかしながら、為替や株価の大きな変動や、海外では中国経済の成長が鈍化傾向にあり、欧州経済も依然として

回復の兆候がみえないなど、全体としては顕著な改善に至っておらず、実体経済の回復には未だ不透明感が続いて

おります。 

当社企業グループは、２年目を迎える中期３カ年経営計画「バリュー２６計画」に基づき、会社の価値を高め、

地域との共生を図り、安定配当実現への経営基盤の強化と内部統制の充実、活力のある企業風土の確立を目指して

おります。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

ａ．肥料事業 

肥料業界におきましては、生産コスト抑制運動に伴う減肥や生産者の高齢化、耕作放棄地の拡大などを背景

に肥料需要は依然として減少傾向を辿っております。 

このような状況のなか、前年度より販売開始した土壌改良資材の増販や、６月以降の肥料価格の値上げを見

越した前倒し出荷があったことなどにより、肥料事業の売上高は３，８９１百万円（前年同四半期比１４．

７％増）となりました。利益面では生産量の増加により原価率が良化し、営業利益は３５９百万円（前年同四

半期比９２．８％増）となりました。 

ｂ．化成品事業 

中国経済の減速による日本の製造業の低迷などから、工業用りん酸および硫酸など汎用資材全般の需要減が

継続し、化成品事業の売上高は８４９百万円（前年同四半期比７．６％減）となり、営業利益は４７百万円

（前年同四半期比３．８％減）となりました。 

ｃ．その他事業 

合成雲母、合成スメクタイトなどの多機能性無機素材部門は、欧州の景気低迷などにより、販売は厳しい状

況が続いておりますが、海外向け自動車関連素材が好調に推移し、増収となりました。また、運送部門も、肥

料の荷動き好調だったことから増収となりましたが、工事部門は、受注の減少で減収となりました。その結

果、その他事業の売上高は３７４百万円（前年同四半期比１．３％増）となり、営業利益９百万円（前年同四

半期は営業損失７百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

財政状態の分析 

ａ．資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて１．０％増加し、１５，２０９百万円となりました。増減の主なも

のは、商品及び製品の増加８３３百万円、現金及び預金の増加５８６百万円、受取手形及び売掛金の減少１，

２８７百万円などで、１５２百万円増加しております。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて２．５％減少し、１０，５３９百万円となりました。増減の主なも

のは、投資有価証券の減少１４１百万円、機械装置及び運搬具の減少７３百万円などで、２６６百万円減少し

ております。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて０．４％減少し、２５，７４９百万円となりました。 

ｂ．負債、純資産 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２．１％増加し、１３，４４８百万円となりました。増減の主なも

のは、支払手形及び買掛金の増加５０２百万円、未払費用の増加２６６百万円、未払金の減少２１６百万円、

未払消費税等の減少１４４百万円などで、２７８百万円増加しております。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて７．２％減少し、４，３８１百万円となりました。増減の主なもの

は、長期借入金の減少２８８百万円などで、３４１百万円減少しております。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて０．４％減少し、１７，８３０百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて０．６％減少し、７，９１９百万円となりました。増減の主なもの

は、その他有価証券評価差額金の減少３１百万円、利益剰余金の減少２０百万円などで、５０百万円減少して

おります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期における第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成25年５月10日に公

表しました業績予想に変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,044 2,631

受取手形及び売掛金 6,371 5,083

有価証券 3 3

商品及び製品 3,799 4,632

半成工事 1 10

原材料及び貯蔵品 2,274 2,266

繰延税金資産 238 202

その他 323 379

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 15,056 15,209

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,924 1,894

機械装置及び運搬具（純額） 1,736 1,662

土地 4,571 4,561

その他（純額） 205 194

有形固定資産合計 8,437 8,313

無形固定資産 216 214

投資その他の資産   

投資有価証券 1,421 1,280

繰延税金資産 630 632

その他 99 99

投資その他の資産合計 2,152 2,011

固定資産合計 10,806 10,539

資産合計 25,863 25,749
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,198 4,700

短期借入金 7,384 7,354

未払金 510 293

未払費用 481 747

未払法人税等 70 21

未払消費税等 162 17

賞与引当金 203 138

その他 160 175

流動負債合計 13,170 13,448

固定負債   

長期借入金 2,489 2,201

退職給付引当金 1,882 1,877

役員退職慰労引当金 99 76

環境対策引当金 31 19

製品回収等関連損失引当金 47 47

その他 172 159

固定負債合計 4,722 4,381

負債合計 17,893 17,830

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,800 2,800

資本剰余金 1,139 1,139

利益剰余金 3,560 3,540

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,495 7,474

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 389 358

その他の包括利益累計額合計 389 358

少数株主持分 84 85

純資産合計 7,970 7,919

負債純資産合計 25,863 25,749
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,683 5,115

売上原価 3,939 4,172

売上総利益 743 942

販売費及び一般管理費   

運賃 172 175

出荷費 81 98

役員報酬 33 32

給料及び手当 178 172

賞与引当金繰入額 49 39

退職給付費用 32 34

役員退職慰労引当金繰入額 8 8

福利厚生費 50 47

旅費及び交通費 19 18

情報管理費 19 16

賃借料 37 32

減価償却費 1 1

研究開発費 46 43

その他 82 79

販売費及び一般管理費合計 815 801

営業利益又は営業損失（△） △71 141

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 20 23

その他 5 6

営業外収益合計 26 29

営業外費用   

支払利息 38 33

その他 6 7

営業外費用合計 45 41

経常利益又は経常損失（△） △90 129
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 0

受取損害賠償金 － 23

特別利益合計 0 23

特別損失   

固定資産除却損 3 2

減損損失 － 9

投資有価証券評価損 － 93

ゴルフ会員権評価損 7 －

特別損失合計 10 105

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△100 47

法人税、住民税及び事業税 1 15

法人税等調整額 △34 51

法人税等合計 △32 67

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67 △19

少数株主利益 2 1

四半期純損失（△） △70 △20
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67 △19

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33 △31

その他の包括利益合計 △33 △31

四半期包括利益 △101 △50

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △103 △51

少数株主に係る四半期包括利益 2 1
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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 

（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、合成雲母、合成スメクタイ

ト、プラント等の設計及び施工、不動産賃貸、運送業務等を含んでおります。 

  

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） 

（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）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）

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

  

報告セグメント その他 
（注） 

（百万円） 

合計
（百万円） 肥料事業

（百万円）
化成品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

売上高           

外部顧客への売上高  3,393  920  4,314  369  4,683

セグメント間の内部売上高又は
振替高  28  213  241  330  572

計  3,422  1,133  4,555  699  5,255

セグメント利益又は損失（△）  186  49  235  △7  227

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  235

「その他」の区分の利益  △7

セグメント間取引消去  △8

全社費用（注）  △291

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △71
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当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（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、合成雲母、合成スメクタイ

ト、プラント等の設計及び施工、不動産賃貸、運送業務等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益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） 

（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。  

  

  

報告セグメント その他 
（注） 

（百万円） 

合計
（百万円） 肥料事業

（百万円）
化成品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

売上高           

外部顧客への売上高  3,891  849  4,741  374  5,115

セグメント間の内部売上高又は
振替高  40  208  249  303  552

計  3,931  1,058  4,990  677  5,668

セグメント利益  359  47  407  9  416

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  407

「その他」の区分の利益  9

セグメント間取引消去  △0

全社費用（注）  △275

四半期連結損益計算書の営業利益  141
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