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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 10,969 8.3 308 ― 264 ― 74 ―

25年3月期第2四半期 10,127 △2.6 △113 ― △165 ― △128 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 83百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △155百万円 （―％）

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2四半期 1.33 ―

25年3月期第2四半期 △2.30 ―

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2四半期 25,007 8,009 31.9 142.33
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2四半期  7,966百万円 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、対前期増減率）

（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

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 
この詩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きを実施中です。 

※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には、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およ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2Q 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2Q 30,723 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2Q 55,969,601 株 25年3月期2Q 55,971,472 株
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（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、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、中国経済の成長鈍化、欧州債務問題や米国財政問題など、わが国経済を巡る不確実性は引き続き

大きく、実体経済の回復には未だ不透明感が続いております。 

当社企業グループの主力事業であります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で、当社は２年目となる中期３カ年経営計画「バリュー２６計画」に基づき、環境負荷が

より少なく農家ニーズに即した機能性商品の拡充と地域に根ざした営業推進の展開に取り組み、６月以降の肥料価

格の値上げを見越した前倒し出荷などにより肥料事業は増収となりました。また、化成品事業は減販により減収と

なりましたが、多機能性無機素材部門は前年同期並みとなり、その他事業全体では増収となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は１０，９６９百万円（前年同四半期比８．３％増）、経常利益

は２６４百万円（前年同四半期は経常損失１６５百万円）となり、四半期純利益は７４百万円（前年同四半期は四

半期純損失１２８百万円）となりました。 

  

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 

高度化成などの主力品目は、６月以降の肥料価格の値上げを見越した前倒し出荷により増収となりました。

また、一昨年より販売自粛しておりました「石灰窒素水和造粒品」につきましては、９月より販売を再開して

おります。その結果、売上高は８，４１６百万円（前年同四半期比１０．３％増）となりました。 

ｂ．化成品事業 

りん酸カルシウムなど一部製品に回復の兆しがあったものの、２３年度後半からの国内経済低迷の影響が継

続し、汎用資材である硫酸・塩酸・苛性ソーダの減販により、売上高は１，６６１百万円（前年同四半期比

２．５％減）となりました。 

ｃ．その他事業 

多機能性無機素材部門は、既存顧客での販売拡大と新規顧客開発に努めましたが、市場の低価格志向もあ

り、ほぼ前年同期並みの売上高となりました。 

工事部門は受注の増加および運送請負部門も作業請負の増加により増収となりました。その結果、その他事

業の売上高は８９１百万円（前年同四半期比１２．１％増）となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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４．３％減少し、１４，４１４百万円となりました。増減の主なも

のは、現金及び預金の減少７０２百万円、商品及び製品の減少１６６百万円、原材料及び貯蔵品の増加１９９

百万円などで、６４２百万円減少しております。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて２．０％減少し、１０，５９２百万円となりました。増減の主なも

のは、投資有価証券の減少８４百万円、建物及び構築物の減少４６百万円などで、２１３百万円減少しており

ます。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて３．３％減少し、２５，００７百万円となりました。 

ｂ．負債、純資産 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２．３％減少し、１２，８７３百万円となりました。増減の主なも

のは、支払手形及び買掛金の減少８０３百万円、短期借入金の増加６６６百万円などで、２９７百万円減少し

ております。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて１２．７％減少し、４，１２４百万円となりました。増減の主なも

のは、長期借入金の減少５６３百万円などで、５９８百万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５．０％減少し、１６，９９７百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて０．５％増加し、８，００９百万円となりました。増減の主なもの

は、利益剰余金の増加７４百万円などで、３９百万円増加しております。 

  

キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて７０

２百万円減少し、１，３００百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、５２１百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は１，００５百万

円の収入）となりました。 

これは主に、仕入債務の減少などによるものであります。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１８３百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は１７９百万円の

支出）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出などによるものであります。 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、２百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は８４百万円の収入）

となりました。 

これは主に、短期借入れによる収入などによるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、本日（平成25年11月８日）公表しました「平成26年３月期第２四半期累計期間の

業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,044 1,342

受取手形及び売掛金 6,371 6,393

有価証券 3 3

商品及び製品 3,799 3,633

半成工事 1 17

原材料及び貯蔵品 2,274 2,473

繰延税金資産 238 253

その他 323 296

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 15,056 14,414

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,924 1,877

機械装置及び運搬具（純額） 1,736 1,708

土地 4,571 4,561

その他（純額） 205 181

有形固定資産合計 8,437 8,329

無形固定資産 216 212

投資その他の資産   

投資有価証券 1,421 1,336

繰延税金資産 630 615

その他 99 99

投資その他の資産合計 2,152 2,051

固定資産合計 10,806 10,592

資産合計 25,863 25,007
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,198 3,394

短期借入金 7,384 8,050

未払金 510 372

未払費用 481 391

未払法人税等 70 135

未払消費税等 162 59

賞与引当金 203 244

その他 160 224

流動負債合計 13,170 12,873

固定負債   

長期借入金 2,489 1,926

退職給付引当金 1,882 1,895

役員退職慰労引当金 99 85

環境対策引当金 31 19

製品回収等関連損失引当金 47 46

その他 172 151

固定負債合計 4,722 4,124

負債合計 17,893 16,997

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 3,635

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,495 7,569

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 389 396

その他の包括利益累計額合計 389 396

少数株主持分 84 43

純資産合計 7,970 8,009

負債純資産合計 25,863 25,007
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 10,127 10,969

売上原価 8,614 9,058

売上総利益 1,512 1,911

販売費及び一般管理費   

運賃 348 335

出荷費 171 196

役員報酬 66 66

給料及び手当 358 344

賞与引当金繰入額 70 87

退職給付費用 76 68

役員退職慰労引当金繰入額 17 17

福利厚生費 95 96

旅費及び交通費 41 37

情報管理費 34 30

賃借料 71 63

減価償却費 3 3

研究開発費 93 85

その他 175 168

販売費及び一般管理費合計 1,625 1,602

営業利益又は営業損失（△） △113 308

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 22 23

その他 12 9

営業外収益合計 35 33

営業外費用   

支払利息 75 65

その他 12 11

営業外費用合計 87 77

経常利益又は経常損失（△） △165 264
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 8

負ののれん発生益 － 8

受取損害賠償金 － 35

特別利益合計 0 52

特別損失   

固定資産除却損 6 14

減損損失 － 9

投資有価証券評価損 1 93

ゴルフ会員権評価損 7 －

特別損失合計 14 117

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（△）

△180 199

法人税、住民税及び事業税 9 126

法人税等調整額 △65 △3

法人税等合計 △56 123

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△123 76

少数株主利益 4 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △128 74
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△123 76

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △31 6

その他の包括利益合計 △31 6

四半期包括利益 △155 83

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △159 81

少数株主に係る四半期包括利益 4 2

平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準]（連結）

9



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△180 199

減価償却費 320 304

減損損失 － 9

投資有価証券売却損益（△は益） － △8

負ののれん発生益 － △8

受取損害賠償金 － △35

投資有価証券評価損益（△は益） 1 93

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △57 △14

受取利息及び受取配当金 △22 △23

支払利息 75 65

売上債権の増減額（△は増加） △785 △22

たな卸資産の増減額（△は増加） 945 △48

仕入債務の増減額（△は減少） 571 △803

その他 112 △203

小計 1,036 △482

損害賠償金の受取額 － 23

法人税等の支払額 △31 △62

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,005 △521

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 △20 △20

定期預金の払戻による収入 20 20

有価証券の償還による収入 1 1

有形固定資産の取得による支出 △190 △175

有形固定資産の除却による支出 △13 △7

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △9 －

投資有価証券の売却による収入 － 8

子会社株式の取得による支出 － △34

利息及び配当金の受取額 22 23

その他 9 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △179 △183

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,565 775

短期借入金の返済による支出 △1,010 △40

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △667 △632

利息の支払額 △75 △64

その他 △28 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー 84 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 909 △702

現金及び現金同等物の期首残高 1,127 2,002

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,037 1,300
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

〔セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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。  

  

（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）

（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）

  

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  7,628  1,703  9,331  795  10,127

セグメント間の内部売上高又は
振替高  49  409  458  635  1,094

計  7,677  2,113  9,790  1,431  11,221

セグメント利益又は損失（△）  377  92  470  △5  465

利益 
第２四半期連結累計期間

（百万円） 

報告セグメント計  470

「その他」の区分の利益  △5

セグメント間取引消去  △10

全社費用（注）  △568

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △113
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当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９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  8,416  1,661  10,078  891  10,969

セグメント間の内部売上高又は
振替高  60  402  463  668  1,131

計  8,477  2,064  10,541  1,559  12,101

セグメント利益  748  61  809  40  849

利益 
第２四半期連結累計期間

（百万円） 

報告セグメント計  809

「その他」の区分の利益  40

セグメント間取引消去  2

全社費用（注）  △543

四半期連結損益計算書の営業利益  308
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