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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第104期

第２四半期
連結累計期間

第105期
第２四半期
連結累計期間

第104期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年９月30日

自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 17,344 17,477 38,333

経常利益 (百万円) 517 623 1,270

親会社株主に帰属する四半期
（当期）純利益

(百万円) 309 409 1,001

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 469 370 952

純資産額 (百万円) 22,252 22,236 22,502

総資産額 (百万円) 41,987 40,839 43,357

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 30.77 41.72 100.12

自己資本比率 (％) 52.9 54.3 51.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 102 434 1,167

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △599 △435 △649

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △692 △1,037 △1,201

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

(百万円) 3,490 2,958 3,997
 

 

回次
第104期

第２四半期
連結会計期間

第105期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年７月１日
至 2018年９月30日

自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 11.86 17.06
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．当社は株式給付信託（ＢＢＴ）を導入しております。信託に残存する自社の株式は純資産の部の自己株式に

含め、１株当たり四半期（当期）純利益の算出に当たっては控除しております。

 
２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

日本農業の衰退に歯止めをかけるべく政府は、対策の一つとして「農業競争力強化プログラム」を掲げ、その

中で生産資材価格の引き下げや生産資材業界の再編を促すための措置を講じております。また、当社最大の取引

先であります全国農業協同組合連合会においても肥料価格の引き下げを目的とした「集中購買方式」による購入

を実施しており、縮小する肥料市場の価格競争が更に激しくなっております。

このような情勢下ですが、当社グループは2018年度を初年度とする中期経営計画（2018～2020年度）に基づ

き、次世代にふさわしい企業基盤構築を目指し、シェア拡大、価格競争力の強化、新たなビジネスフィールドの

拡大に向けた取り組みに努めてまいりました。

当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高17,477百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益630百万円

（前年同期比29.6％増）、経常利益623百万円（前年同期比20.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益409

百万円（前年同期比32.1％増）となりました。

 

セグメントごとの経営成績は、以下の通りであります。

　

肥料事業は、利幅を抑えた集中購買品が受注増となりましたが、付加価値の高い製品も好調に推移したことに

より、売上高13,722百万円（前年同期比3.6％増）、セグメント利益は803百万円（前年同期比17.4％増）となり

ました。

化学品事業は、工業用リン酸や飼料用リン酸カルシウムを中心に販売数量が減少し、売上高2,758百万円（前年

同期比7.6％減）となりました。一方、利益面では、輸入原料価格が抑えられたことにより原価率が良化し、セグ

メント利益は230百万円（前年同期比8.1％増）となりました。

不動産事業は、現状の賃貸物件による安定的な収益を確保し、売上高309百万円（前年同期比0.1％減）、セグ

メント利益は187百万円（前年同期比0.3％減）となりました。

その他の事業は、プラント施工の受注減、及び海外事業における費用の発生により売上高1,265百万円（前年同

期比4.3％減）、セグメント損失は60百万円（前年同期は56百万円の損失）となりました。

 
当第２四半期連結会計期間末（以下「当第２四半期末」という。）の資産の合計は40,839百万円となり、前連

結会計年度末（以下「前年度末」という。）に比べ2,518百万円減少しました。同じく負債の合計は、18,602百万

円となり、前年度末に比べ2,251百万円減少し、純資産の合計は22,236百万円となり、前年度末に比べ266百万円

減少しました。この結果、自己資本比率は前年度末の51.8％から54.3％となり、１株当たり純資産額は前年度末

の2,275.34円から2,278.52円となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年度末に比べ1,038百万円減少し

2,958百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は434百万円（前第２四半期連結累計期間は102

百万円の増加）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益（633百万円）、売上債権の減少（2,247

百万円）により増加しましたが、たな卸資産の増加（△357百万円）、仕入債務の減少（△1,333百万円）、未払

金の減少（△534百万円）及び長期前払費用の増加（△182百万円）により減少したこと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２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は435百万円（前第２四半期連結累計期間は599

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による支出（△428百万円）であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は1,037百万円（前第２四半期連結累計期間は

692百万円の減少）となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出（△339百万円）、自己株式の取得

による支出（△151百万円）及び配当金の支払額（△493百万円）によるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。ま

た、新たな事業上及び財政上の対処すべき課題は生じておりません。

 

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は137百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年11月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,161,686 10,161,686
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数 100株

計 10,161,686 10,161,686 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年７月１日～
2019年９月30日

― 10,161 ― 4,214 ― 3,737
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(5) 【大株主の状況】

2019年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を

除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町１丁目３－１ 2,122 21.73

丸紅株式会社 東京都中央区日本橋２丁目７－１ 2,033 20.81

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13－２ 345 3.53

ラサ工業株式会社 東京都中央区京橋１丁目１－１ 275 2.81

三菱瓦斯化学株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目５－２ 272 2.79

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11－３ 219 2.24

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５－５ 210 2.15

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ 174 1.78

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 139 1.42

共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋１丁目18－６ 124 1.27

計 ― 5,918 60.58
 

（注）上記のほか当社所有の自己株式393千株があります。　
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(6) 【議決権の状況】

 

① 【発行済株式】

    2019年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

― ―
普通株式 393,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,627,300 96,273 ―

単元未満株式 普通株式 141,386 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 10,161,686 ― ―

総株主の議決権 ― 96,273 ―
 

(注)１．「完全議決権株式（その他）」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が600株及び「株式給付信託

（ＢＢＴ）」制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）名義の株式が30,400株含まれて

おります。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個及び資産管理

サービス信託銀行（信託Ｅ口）名義の304個が含まれております。

なお、当該議決権の数304個は、議決権不行使となっております。

２. 「単元未満株式」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の60株及び当社保有の自己株式49株が含まれており

ます。

 

② 【自己株式等】

  2019年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称等

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
片倉コープアグリ株式会社

東京都千代田区九段北
１丁目８－10

393,000 ― 393,000 3.86

計 ― 393,000 ― 393,000 3.86
 

（注）当第２四半期会計期間末日現在の自己株式数は393,049株であります。また、「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信

託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式30,400株は上記自己株式に

含まれておりません。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2019年７月１日から2019年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、監査法人大手門会計事務所による四半期レビューを受けております。
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１ 【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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,051 3,012

  受取手形及び売掛金 ※  11,268 9,025

  有価証券 3 3

  商品及び製品 5,346 5,391

  仕掛品 662 834

  原材料及び貯蔵品 3,749 3,902

  未収還付法人税等 1 －

  その他 349 690

  貸倒引当金 △3 △2

  流動資産合計 25,429 22,856

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 5,888 5,881

   機械装置及び運搬具（純額） 2,277 2,187

   土地 6,739 6,739

   その他（純額） 543 647

   有形固定資産合計 15,449 15,455

  無形固定資産 100 97

  投資その他の資産   

   その他 2,397 2,448

   貸倒引当金 △19 △19

   投資その他の資産合計 2,377 2,429

  固定資産合計 17,927 17,982

 資産合計 43,357 40,839
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※  6,010 4,677

  短期借入金 6,609 6,260

  未払法人税等 153 245

  賞与引当金 363 381

  その他 2,570 1,971

  流動負債合計 15,707 13,536

 固定負債   

  長期借入金 510 505

  役員退職慰労引当金 322 229

  退職給付に係る負債 3,393 3,361

  その他 920 969

  固定負債合計 5,147 5,066

 負債合計 20,854 18,602

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,214 4,214

  資本剰余金 9,905 9,905

  利益剰余金 8,893 8,807

  自己株式 △369 △511

  株主資本合計 22,644 22,416

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 183 127

  為替換算調整勘定 △5 △8

  退職給付に係る調整累計額 △367 △346

  その他の包括利益累計額合計 △189 △227

 非支配株主持分 48 47

 純資産合計 22,502 22,236

負債純資産合計 43,357 40,839
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 17,344 17,477

売上原価 13,996 13,970

売上総利益 3,348 3,506

販売費及び一般管理費 ※1  2,861 ※1  2,876

営業利益 486 630

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 8 9

 その他 60 48

 営業外収益合計 69 58

営業外費用   

 支払利息 20 17

 持分法による投資損失 1 13

 災害による損失 13 26

 その他 3 7

 営業外費用合計 38 64

経常利益 517 623

特別利益   

 固定資産売却益 2 0

 受取損害賠償金 － 73

 事業譲渡益 4 －

 特別利益合計 7 74

特別損失   

 固定資産除売却損 23 61

 その他 0 2

 特別損失合計 23 63

税金等調整前四半期純利益 502 633

法人税、住民税及び事業税 192 224

法人税等調整額 1 0

法人税等合計 193 224

四半期純利益 308 408

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 △0

親会社株主に帰属する四半期純利益 309 409
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 308 408

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 130 △56

 退職給付に係る調整額 31 21

 持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △2

 その他の包括利益合計 160 △38

四半期包括利益 469 370

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 469 371

 非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △0
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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２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 502 633

 減価償却費 612 594

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △139 △92

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 62 △1

 受取利息及び受取配当金 △8 △9

 支払利息 20 17

 持分法による投資損益（△は益） 1 13

 有形固定資産売却損益（△は益） △2 △0

 有形固定資産処分損益（△は益） 5 23

 受取損害賠償金 － △73

 災害に伴う損失 13 26

 売上債権の増減額（△は増加） 2,031 2,247

 たな卸資産の増減額（△は増加） △866 △357

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,156 △1,333

 未払金の増減額（△は減少） △278 △534

 未払消費税等の増減額（△は減少） △28 △116

 長期前払費用の増減額（△は増加） － △182

 その他 △184 △348

 小計 581 506

 利息及び配当金の受取額 8 9

 利息の支払額 △20 △18

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △467 △136

 損害賠償金の受取額 － 73

 営業活動によるキャッシュ・フロー 102 434

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 10 －

 有形固定資産の取得による支出 △570 △428

 有形固定資産の売却による収入 3 0

 無形固定資産の取得による支出 △1 △8

 投資有価証券の取得による支出 △49 －

 その他 7 1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △599 △435

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） 30 △15

 長期借入金の返済による支出 △281 △339

 リース債務の返済による支出 △43 △37

 自己株式の取得による支出 △1 △151

 自己株式の売却による収入 6 0

 配当金の支払額 △402 △493

 財務活動によるキャッシュ・フロー △692 △1,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,189 △1,038

現金及び現金同等物の期首残高 4,680 3,997

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,490 ※  2,958
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　１．原価差異の繰延処理　

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。　

 

　２．税金費用の計算

税金費用については、主に当第２四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当該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。

　

(追加情報）

（自己株式の取得）

当社は、2019年２月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、実施しております。

 
１．自己株式の取得を行う理由

株主還元の強化及び資本効率の向上を図るとともに、将来の機動的な資本政策を可能とするため。

 
２．取得に係る事項の内容　

(1)取得対象株式の種類 当社普通株式

(2)取得する株式の総数　 340,000株（上限）

(3)株式の取得価額の総額　 400,000,000円（上限）

(4)取得期間　 自　2019年３月１日　至　2020年２月29日

(5)取得方法　 市場買付
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(四半期連結貸借対照表関係)

※　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、前連結会計年度

末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（2019年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

（2019年９月30日)

受取手形 46百万円 ― 百万円

支払手形 7 ―  
 

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

運賃 638百万円 676百万円

給与手当及び賞与 778 817 

賞与引当金繰入額 140 146 

退職給付費用 53 47 

役員退職慰労引当金繰入額 27 23 
 

 

　２．売上高の季節的変動

前第２四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 

2019年４月１日 至 2019年９月30日）

　　　当社グループの主力事業である肥料事業は、気象・天候によって需要量が変動するものの需要期に季節性があ

り、２月から４月にかけて需要が集中するため、第４四半期連結会計期間の売上高及び営業費用が他の四半期連

結会計期間の売上高及び営業費用に比べ増加する傾向にあります。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

現金及び預金勘定 3,544百万円 3,012百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △54  △54  

現金及び現金同等物 3,490  2,958  
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 404 40 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金

 

(注) 「配当金の総額」には株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式（2018年３月31日基準日：42,200株）に対す

る配当金１百万円を含んでおります。

 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

　該当事項はありません。　

 
当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 495 50 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

 

(注) 「配当金の総額」には株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式（2019年３月31日基準日：37,500株）に対す

る配当金１百万円を含んでおります。

 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

　該当事項はありません。　
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(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2018年４月１日 至2018年９月30日）

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：百万円)

 

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 化学品 不動産 計

売上高         

外部顧客への売上高 13,228 2,868 304 16,401 943 17,344 ― 17,344

セグメント間の内部売上高
又は振替高

23 118 5 147 378 525 △525 ―

計 13,252 2,986 309 16,548 1,321 17,870 △525 17,344

セグメント利益又は損失（△） 684 213 187 1,085 △56 1,029 △542 486
 

(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、海外事業、食品、農産物及び物

資その他、プラント等の設計及び施工、運送業務等の各事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△542百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

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．セグメント利益又は損失は、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。

　

 
 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日 至2019年９月30日）

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：百万円)

 

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 化学品 不動産 計

売上高         

外部顧客への売上高 13,703 2,622 304 16,630 847 17,477 ― 17,477

セグメント間の内部売上高
又は振替高

19 136 5 160 418 579 △579 ―

計 13,722 2,758 309 16,791 1,265 18,056 △579 17,477

セグメント利益又は損失（△） 803 230 187 1,221 △60 1,161 △530 630
 

(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、海外事業、食品、農産物及び物

資その他、プラント等の設計及び施工、運送業務等の各事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△530百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

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．セグメント利益又は損失は、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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

１株当たり四半期純利益(円) 30.77 41.72

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 309 409

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
(百万円)

309 409

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,065 9,809
 

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益

の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間

40,186株、当第２四半期連結累計期間33,571株であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2019年11月14日

片倉コープアグリ株式会社

取締役会  御中
　

監査法人  大手門会計事務所
 

　
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 武川 博一 印

 

　
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 向井 真悟 印

 

　
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 亀ヶ谷 顕 印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている片倉コープアグ

リ株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2019年７月１日から

2019年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、片倉コープアグリ株式会社及び連結子会社の2019年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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