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１．平成23年３月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期 19,966 △8.4 303 △16.0 326 △8.2 △513 ―
22年３月期 21,797 △13.1 361 △78.0 355 △78.8 156 △80.9

（注) 包括利益 23年３月期 △546百万円 (―％） 22年３月期 161百万円 (―％）

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高 
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年３月期 △24.14 ― △4.7 1.5 1.5
22年３月期 7.37 ― 1.4 1.5 1.7

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 ―百万円 22年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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 21,594 10,679 49.5 501.62

22年３月期 21,631 11,415 52.8 536.12

(参考) 自己資本 23年３月期 10,679百万円 22年３月期 11,415百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年３月期 1,217 △352 281 2,031

22年３月期 2,550 △275 △2,144 857

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

22年３月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 170 108.5 1.5

23年３月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00 63 ― 0.6

24年３月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％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） 9,500 1.8 △10 ― △10 ― △60 ― △2.82

通 期 21,000 5.2 530 74.5 530 62.6 180 ― 8.45



  

 

 
（注）詳細は、添付資料23ページ「４．連結財務諸表（７）連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項の変更」をご覧ください。 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

 

 
  

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。 
  

①上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際に業績は今後様々な要因
によって異なる結果となる可能性があります。業績予想に関連する事項については、添付資料３ペー
ジ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析 ②次期の見通し」をご覧ください。 

②当社は、平成23年５月26日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この
説明会で配布した資料については、開催後当社ホームページに掲載する予定です。 

４．その他
（１）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）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

（３）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) 23年３月期 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 184,413株 22年３月期 181,372株

③ 期中平均株式数 23年３月期 21,293,391株 22年３月期 21,296,785株

(参考)個別業績の概要
１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期 18,684 △9.3 280 △19.5 314 △10.7 △518 ―
22年３月期 20,599 △13.5 347 △77.9 351 △78.3 158 △80.0

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

23年３月期 △24.35 ―

22年３月期 7.44 ―

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 20,825 10,620 51.0 498.84

22年３月期 20,801 11,321 54.4 531.68

(参考) 自己資本 23年３月期 10,620百万円 22年３月期 11,321百万円

２．平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％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） 8,900 1.9 △10 ― 0 ― △60 ― △2.82

通期 20,000 7.0 490 74.9 510 62.3 170 ― 7.98

※監査手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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①当期の経営成績 

当連結会計年度における経済状況は、新興国経済の高成長が持続する中、輸出や生産の増加が続き、

不安定要素の残る欧米諸国や国際金融市場が世界経済に与える影響、円高が国内経済へ及ぼす影響はあ

るものの、踊り場局面から脱却したとの見方がありました。また、雇用や所得環境も依然として厳しい

ながらも改善の兆しが見られ、各種の刺激策により個人消費は持ち直し基調にありました。しかし、３

月発生の東日本大震災や原子力発電所の事故、計画停電などにより、消費マインドの冷え込みや工場の

操業停止による製品供給不足が発生し、更には自粛ムードも加わり、景気の減退が懸念されます。 

当社グループの主力事業である肥料業界におきましては、記録的な猛暑による作柄への影響、農産物

市況混乱、生産コスト低減運動に伴う減肥施策に加え、流通在庫圧縮の動きなどの影響により、厳しい

経営環境が続きました。これに加え、肥料需要の 盛期を迎える３月に、地震と津波による被災と、原

子力発電所の事故により、直接被害に遭った農地での農作業ができなくなっただけではなく、水稲・野

菜を中心とした各作物の播種や作付け作業が中止や延期になるなど、今後の肥料業界への影響は計り知

れないものとなっております。 

当社グループは中期２ヵ年計画「Forward（フォワード）2010」の方針に沿って、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、各地域の生産者のニーズにきめ

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、主力の肥料事業において、販売数量の伸び悩みに加えて今回の震災による影響もあ

り、経営成績は非常に厳しいものとなりました。東北支店・塩釜工場が地震と津波により建物・機械設

備や製品・原料等に被害を受け、工場の操業停止を余儀なくされました。青森支店・青森工場、福島支

店・大越工場においても製品・原料等に一部被害がありました。この震災による特別損失993百万円を

計上し、当連結会計年度の営業成績につきましては、売上高19,966百万円（前年同期比8.4％減）、営

業利益303百万円（前年同期比16.0％減）、経常利益326百万円（前年同期比8.2％減）、当期純損失は

513百万円となりました。 

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。なお、当連結会計年度から「セグメント情報等の

開示に関する会計基準」を適用し、前期との比較については、前連結会計年度のセグメント別を当連結

会計年度のセグメント別に組替えて比較しております。 

（肥料事業） 

農業環境は依然として厳しく、国内の肥料需要は減少傾向が続いております。そのような状況

下、当社グループは環境保全や省力ニーズに加え、有機栽培、特別栽培等に見られる差別化農産物

生産に適した有機関連製品の拡販と市場の開拓に努めました。しかしながら、販売数量の伸び悩み

に加えて今回の震災による影響もあり、当事業の売上高は17,573百万円（前年同期比9.4%減）、セ

グメント利益450百万円（前年同期比17.0%減）となりました。 

（飼料事業） 

販売数量は伸び悩み、売上高は減少したものの、コスト削減に努め、当事業の売上高は1,030百万

円（前年同期比1.5%減）、セグメント利益は50百万円（前年同期比423.5%増）となりました。 

（不動産事業） 

保有不動産の有効利用に努め、当事業の売上高は434百万円（前年同期比1.9%増）、セグメント利

益は289百万円（前年同期比4.7%増）となりました。 

（その他事業） 

食品・農産物及び化粧品関連製品を中心に拡販に努め、売上高は増加したものの、製品原価が嵩

んだため、当事業の売上高は976百万円（前年同期比4.6%増)、セグメント損失は29百万円となりま

した。 

  

  

１．経営成績
（１）経営成績に関する分析
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セグメント別売上高明細表 

 
  

②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、東日本大震災や原子力発電所の事故による消費マインドの冷え込みや

供給体制の寸断など生産面を中心に影響が続くと予想され、夏場の電力供給不安に加え、原油価格の高

止まりや円高の影響も先行き不透明な側面があり、景気の本格的な回復には時間がかかると思われま

す。 

肥料業界につきましては、需要の減少傾向が継続し企業間競争が激化するのに加え、原燃料の変動要

因も大きく、東日本大震災による直接的な農地への影響、原子力発電所の事故による直接及び間接的な

農業への影響が長期にわたる可能性もあり、当社グループを取巻く事業環境は引き続き厳しいものと予

想されます。 

当社グループは、徹底的なコストの低減を行い、地域密着の販売力強化、他社との業務提携、効率的

な生産体制の確立など、諸施策を着実に推進することで企業体質を強化し収益性の向上を図ってまいり

ます。 

次期（平成24年３月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高は21,000百万円（前年同期比

5.2％）、営業利益は530百万円（前年同期比74.5％）、経常利益は530百万円（前年同期比62.6％）、

当期純利益は180百万円を見込んでおります。 

なお、次期（平成24年３月期）の個別業績見通しにつきましては、売上高は20,000百万円（前年同期

比7.0％）、営業利益は490百万円（前年同期比74.9％）、経常利益は510百万円（前年同期比

62.3％）、当期純利益は170百万円を見込んでおります。 

  

  

（単位 百万円)

事業区分

前連結会計年度

（自 21年４月１日

至 22年３月31日）

当連結会計年度

（自 22年４月１日

至 23年３月31日）

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

％ ％ ％

肥料事業 19,390 89.0 17,573 88.0 △1,817 △9.4

飼料事業 1,046 4.8 1,030 5.2 △16 △1.5

不動産事業 426 2.0 434 2.1 8 1.9

その他事業 933 4.2 976 4.9 43 4.6

調整額（セグメント間取引） - - △48 △0.2 △48 -

計 21,797 100.0 19,966 100.0 △1,831 △8.4
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末（以下「当年度末」という）の資産の合計は21,594百万円となり、前連結会計年

度末（以下「前年度末」という）に比べ37百万円減少しました。 

（流動資産） 

 流動資産残高は、12,391百万円となり、前年度末に比べ71百万円減少しました。これは主に現金及

び預金が1,173百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が246百万円減少したこと、商品及び製品が

211百万円減少したこと、及びその他が844百万円減少したことなどによるものであります。 

 （固定資産） 

 固定資産残高は、9,202百万円となり、前年度末に比べ33百万円増加しました。これは主に投資有

価証券が266百万円減少したこと、及び繰延税金資産が276百万円増加したことなどによるものであり

ます。  

  

 当年度末の負債の合計は、10,914百万円となり、前年度末に比べ698百万円増加しました。 

（流動負債） 

 流動負債残高は、9,368百万円となり、前年度末に比べ659百万円増加しました。これは主に短期借

入金が435百万円増加したこと、及び東日本大震災に伴う災害損失引当金が195百万円増加したことな

どによるものであります。 

（固定負債） 

   固定負債残高は、1,545百万円となり、前年度末に比べ38百万円増加しました。これは主に長期借入

金が14百万円増加したことなどによるものであります。 

（純資産） 

 当年度末の純資産の合計は10,679百万円となり、前年度末に比べ736百万円減少しました。これは

主に利益余剰金が702百万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49.5％となり、1株当たり純資産額は前年度末の

536.12円から501.62円となりました。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,173百万円増加し、

2,031百万円となりました。 

  

（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1,217百万円の増加（前連結会計年度は2,550百万円の増加）と

なりました。これは、主に税金等調整前当期純損失（△785百万円）、減価償却費（630百万円）、東日

本大震災に伴う災害による損失（993百万円）及び売上債権の減少（292百万円）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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは352百万円の減少（前連結会計年度は275百万円の減少）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（△458百万円）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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは281百万円の増加（前連結会計年度は2,144百万円の減少）とな

りました。これは、主に短期借入金の増加（440百万円）及び当社の配当金の支払い（△149百万円）な

どによるものであります。 

  

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

（２）財政状態に関する分析

 ②キャッシュ・フローの状況

平成２２年３月期 平成２３年３月期

自己資本比率（％） 52.8 49.5

時価ベースの自己資本比率（％） 28.4 22.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.5 3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 45.4 28.4
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自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債

を対象としております。 

  

  

  

次期の税金等調整前当期純利益は当連結会計年度より増加することを予想しており、設備投資による

支出は減価償却費の範囲内を予定しておりますが、資金の効率化に努めるため、次期の現金及び現金同

等物は、前連結会計年度末と同程度の見込みで900百万円程度になると予想しております。 

③次期の見通し
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当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けており、配当に関しましては業績に

見合った成果の配当を行う一方で、安定的かつ継続的に行うことも基本方針としておりましたが、平成

23年３月期通期業績の震災による大幅悪化に加え、農地及び農業への被害が甚大であり、肥料事業を主

力とする当社の次期以降の業績への影響が避けられないことを勘案し、期末配当につきましては実施し

ない予定であります。これにより、中間配当金３円を加えた年間配当金は、１株につき３円となる予定

であります。 

また、次期の配当につきましては、震災や原子力発電所事故の影響により厳しい事業環境が続くこと

が予想されるため、中間配当は無配とし、期末配当は未定とさせていただきます。 

内部留保資金につきましては、主力製品の安定供給体制確立及び新製品の開発と高付加価値化のため

に有効投資し、経営基盤のより一層の強化に努めてまいります。 

  

当社グループの事業活動において、リスクとなる可能性があり、当社グループ固有の主な事項は以下

の通りです。 

なお、文中における将来に関する事項は、本決算発表日（平成23年5月18日）現在において当社グル

ープが判断したものであり、全てのリスクを網羅しているものではありません。 

  

① 事業に関するリスク 

イ． 国内の農業環境の変化によるリスク 

当社グループの主力事業である肥料事業は、政府の農業政策とそれによる国内農業の変化によ

り大きな影響を受けます。人口減による農産物消費量の減少、農産物輸入の拡大、農業者の高齢

化や都市化による耕地面積の減少等を要因に、農産物生産の減少にともなう肥料需要の減少が顕

在化した場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 

また、農業資材費低減、減肥政策等の農業経営の見直しも、肥料需要の減少に繋がると予想さ

れ、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 

ロ． 肥料流通の変化によるリスク 

肥料の国内流通は、全国農業協同組合連合会他の系統組織が大きなシェアを占めており、当社

グループも肥料販売の大半を系統組織に依存していますが、何らかの理由で系統の流通シェアが

大きく減少した場合や流通が困難になった場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能

性があります。 

ハ． 販売における与信リスク 

当社グループは販売の大半を系統組織に依存しており、その与信リスクは些少ですが、その他

一般の販売先向けは一定程度の与信リスクを負担しているため、与信管理規程によるリスク管理

を行っていますが、販売先の経営状況によっては、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可

能性があります。 

ニ． 肥料市場における競争激化によるリスク 

肥料の国内市場において、需要の減少に伴うメーカー間の競争が激化し、販売価格が低下した

場合、業界の統合再編により他社の競争力が当社グループを上回る状況になった場合、当社グル

ープの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 

ホ． 原料事情によるリスク 

肥料の主要原料は多くを輸入に依存していることから、原料市況、運賃市況、外国為替市況、

エネルギー市況等によっては、原料価格高騰や供給不足の現出が予想され、当社グループの業

績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループの飼料事業の主要品目は稚内工場で生産する魚粕・魚粉であり、同地区の

原魚入荷量に依存しておりますので、同地区での原魚入荷量が減少した場合、当社グループの業

績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 

ヘ． 飼料の需要及び市況に関するリスク 

国内の畜産物の需要減により配合飼料の生産減が現出した場合、国内外の飼料原料の市況の変

動により、魚粉代替原料の使用が増加した場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能

性があります。 

ト． ＬＰＧ機器事業に関するリスク 

ＬＰＧ機器事業については、平成21年３月末を以て事業譲渡しておりますが、事業譲渡以前に

製造された製品については、ＰＬ法上等のリスクを有しており、ＰＬ保険を付保しております

が、何らかの事故が発生した場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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チ． 化粧品原料に関するリスク 

化粧品原料に関する安全性については細心の注意を払っておりますが、当社グループの製品に

起因する予期せぬ副作用等が発生した場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性が

あります。 

リ． 食品・農産物に関するリスク 

当社が取り扱う食品・農産物については、その安全性を確保すべくトレーサビリティを重要視

しておりますが、何らかの理由で食品衛生法等関連法規上の問題が発生した場合、当社グループ

の業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 法的規制、研究開発、訴訟、自然災害その他に関するリスク 

イ． 法的規制に関するリスク 

肥料事業、飼料事業、その他当社グループが行う事業は、肥料取締法、飼料安全法、食品衛生

法等を始めとした様々な関連法規によって規制されており、当社グループはこれら法規の遵守を

徹底すべく細心の注意を払っております。 

しかし、過失や事故等により法規違反を犯す可能性は否定できず、違反を起こしたことで、当

社グループの事業活動を制限する何らかの行政命令や罰金、それに起因する損害賠償の請求等が

あった場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 

また、何らかの環境変化のため、予期せぬ法的規制の変更や新設により、既存の事業活動が制

限を受ける場合、既存の原料の使用ができなくなる場合、当社グループの業績・財務に影響を及

ぼす可能性があります。 

ロ． 研究開発に関するリスク 

当社グループは、製品の品質向上、技術水準の維持に加え、新商材の開発のために、研究開発

活動を行っておりますが、何らかの理由で商材の開発を断念する場合、開発した商材の上市がで

きなかった場合、研究開発コストの回収ができず、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可

能性があります。 

ハ． 知的財産権に関するリスク 

当社グループは特許権等の知的財産権の管理には細心の注意を払っておりますが、当社グルー

プの保有する知的財産権が第三者によって侵害され利益を遺失した場合、第三者の保有する知的

財産権を侵害し損害賠償を請求された場合、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性が

あります。 

ニ． 訴訟に関するリスク 

当社グループは事業遂行にあたり、コンプライアンスを 重要事項に位置づけ、企業活動を行

っておりますが、各種関連法規違反の有無に係わらず、製造物責任、知的財産権、環境問題等の

問題において訴訟を提起される可能性があります。訴訟が提起された場合は、その結果の如何に

係わらず企業イメージや顧客信頼度の毀損、あるいは損害賠償負担等により、当社グループの業

績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 

ホ． 保有資産に関するリスク 

当社グループの保有する土地・建物や有価証券等の資産価値が下落することで、当社グループ

の業績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 

ヘ． 天候・自然災害に関するリスク 

主要事業である肥料事業が農業に依存することから、台風、大風、大雪、大雨、旱魃、日照不

足等の異常気象や悪天候に加え、大規模自然災害やそれに伴う農地や環境被害による影響を受け

る可能性があります。 

また、生産設備が地震等の大規模自然災害による被害を受け、減産や生産停止した場合、コン

ピューターシステムへの被害等が起こった場合、当社グループとして可能なバックアップ体制作

りを進めていますが、被害の程度によっては、当社グループの業績・財務に影響を及ぼす可能性

があります。 

ト． 人材の確保に関するリスク 

当社グループの将来の業績は有能な人材の継続的確保に依存しており、労働市場の変化によ

り、有能な人材の採用や育成ができない場合、有能な人材が流出した場合、当社グループの業

績・財務に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社グループが営んでいる主な事業内容と事業を構成する片倉チッカリン株式会社(以下「当社」とい

う。)及び関係会社(子会社４社、関連会社１社及びその他の関係会社１社)の当該事業に係る位置付け

は、次の通りであります。 

 
  

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 

  
 

  

２．企業集団の状況

〔肥料事業〕 当社及び大日本産肥株式会社(連結子会社)、株式会社アグリドック(非連結

子会社)が製造・販売を行っております。

そのほか、当社が丸紅株式会社(その他の関係会社)から原材料の一部を購

入し、同社に製品の一部を販売しております。

〔飼料事業〕 当社が製造・販売を行っております。なお、魚粕・魚粉の製造を株式会社

カタクラフーズ(連結子会社)に委託しております。

〔不動産事業〕 当社が不動産の賃貸を行っております。

〔その他事業〕 当社が製造・販売を行っております。また、総合リース業は株式会社トラ

イムコーポレーション(関連会社)が行っております。
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当社は、「事業を通じて社会に奉仕する」という理念のもと、地域への貢献と環境との共生の実現を

目指してまいります。 

また、法令遵守を第一義に考え、創造的チャレンジ精神をもって公明正大な企業活動に取組み、株主

をはじめ関係取引先、従業員の信頼と期待に応えることが当社の使命と考えております。 

  

当社グループは、本年４月より平成25年度を 終年度とする新中期事業計画「復活 2013」を策定

し、 終年度の連結純利益3.8億円を目標としております。 

  

当社グループは、新中期事業計画において「地域とともに復活し将来性あふれる企業へ」をスローガ

ンとし、急激な環境変化への適応性の向上と新たな成長を目指し企業体質の改善強化を図ってまいりま

す。そのために、社内に蓄積されたノウハウ・技術を 大限に活用し、量から質へ、徹底した営業力の

強化と製販体制の効率化の追求と収益源の多様化の推進を基本方針として、収益力の向上を目指してま

いります。 

  

当面は、東日本大震災や原子力発電所の事故が、農政・農業に与える影響を注視していく必要があり

ます。 

国内の肥料需要は、農業の担い手不足や高齢化、人口の減少と少子高齢化に伴う食糧消費の減退、農

業経営基盤改善を目的とした生産コスト低減運動等により引続き減少傾向が続くものと予測されます。

さらに、原燃料価格動向の先行き不透明感が、当社グループの収益に影響を及ぼす可能性もあります。

また、２万ヘクタールを越える農地が東日本大震災に伴う津波の被害を受け、塩害による農地の回復に

は時間がかかると推察されるとともに、原子力発電所の事故により、今後の水稲・野菜・果樹など各作

物の作付けや収穫に及ぼす影響が不透明であり、当社グループにおいては、より一層厳しい経営環境が

続くことが予想されます。 

このような状況下、当社グループは、新中期３ヵ年計画「復活 2013」を策定し、コア事業である肥

料事業の再強化を図るべく、引き続き「安全・安心・良食味」に資する有機関連製品を中心として、全

国に配置した製造・営業拠点を 大限に活かし、土壌分析や栽培指導等、生産者ニーズに応えたサービ

スを含めた地域密着で提案型の営業活動をより積極的に推進してまいります。製造部門においては、生

産システムの総合的効率化による製造コストの低減を図るＴＰＭ（トータル・プロダクティブ・メンテ

ナンス）運動やＩＳＯ認証取得や更新を今後も続け、全社全部門において一層の総事業コストの削減、

生産・流通面での効率化を図り収益の拡大に努めてまいります。加えて、環境負荷の少ない製品や高付

加価値製品のさらなる差別化、未利用資源の有効活用、他社との業務提携等、経営資源をフル活用して

一層の競争力の強化と収益性の向上を目指してまいります。 

震災の影響を受けた青森支店・青森工場と福島支店・大越工場は、既に通常操業に戻っており、東北

支店においても営業活動や出荷業務を再開することができました。今後は、一日も早い塩釜工場の操業

再開を目指すとともに、お客様への製品の安定供給確保の為、他工場での代替生産等万全の体制を敷い

てまいります。 

非肥料事業分野では、これまで蓄積した有機原料活用の技術を生かし、天然素材由来の化粧品原料の

国内外での拡販、新たな原料及び用途の開発等、新素材事業の拡大に加え、保有不動産の効率的な運用

と食品・農産物販売など新たな事業開発による収益基盤の多様化に努めてまいります。 

また、将来にわたって社会からの信頼を維持していくため、企業の社会的責任を 重要視し、公明正

大な事業活動を通して企業価値の向上を図ってまいります。 

  

  

３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 911 2,085

受取手形及び売掛金 5,234 4,988

商品及び製品 2,821 2,610

仕掛品 201 105

原材料及び貯蔵品 2,147 2,223

繰延税金資産 94 171

その他 1,054 209

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 12,463 12,391

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 8,440 ※2 8,712

減価償却累計額 △5,786 △5,930

建物及び構築物（純額） ※2 2,653 ※2 2,782

機械装置及び運搬具 ※2 10,494 ※2 9,857

減価償却累計額 △9,037 △8,535

機械装置及び運搬具（純額） ※2 1,457 ※2 1,321

土地 ※2 3,521 ※2 3,613

リース資産 77 108

減価償却累計額 △19 △39

リース資産（純額） 57 69

その他 502 518

減価償却累計額 △406 △462

その他（純額） 95 55

有形固定資産合計 7,786 7,843

無形固定資産

その他 28 30

無形固定資産合計 28 30

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 636 ※1 370

繰延税金資産 477 753

その他 260 230

貸倒引当金 △20 △25

投資その他の資産合計 1,353 1,328

固定資産合計 9,168 9,202

資産合計 21,631 21,594
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,678 3,751

短期借入金 ※5 3,419 ※5 3,855

リース債務 16 23

未払法人税等 16 34

賞与引当金 141 98

災害損失引当金 － ※6 195

その他 1,435 1,409

流動負債合計 8,708 9,368

固定負債

長期借入金 108 122

リース債務 44 50

退職給付引当金 700 728

役員退職慰労引当金 177 185

その他 476 459

固定負債合計 1,507 1,545

負債合計 10,215 10,914

純資産の部

株主資本

資本金 3,549 3,549

資本剰余金 3,084 3,083

利益剰余金 4,815 4,112

自己株式 △64 △65

株主資本合計 11,384 10,681

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31 △1

その他の包括利益累計額合計 31 △1

純資産合計 11,415 10,679

負債純資産合計 21,631 21,594
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 21,797 19,966

売上原価 17,816 16,134

売上総利益 3,980 3,831

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 3,619 ※1, ※2 3,528

営業利益 361 303

営業外収益

受取利息 13 0

受取配当金 8 8

受取賃貸料 8 12

受取補償金 8 8

その他 20 45

営業外収益合計 58 75

営業外費用

支払利息 56 42

その他 8 9

営業外費用合計 64 52

経常利益 355 326

特別利益

貸倒引当金戻入額 3 0

固定資産売却益 ※3 0 ※3 42

その他 － 2

特別利益合計 3 46

特別損失

固定資産除売却損 ※4 29 ※4 80

投資有価証券評価損 － 17

ゴルフ会員権評価損 4 －

工場閉鎖損失 － 55

災害による損失 － ※5 993

その他 － 10

特別損失合計 34 1,157

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

323 △785

法人税、住民税及び事業税 82 51

法人税等調整額 84 △322

法人税等合計 167 △271

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △513

当期純利益又は当期純損失（△） 156 △513
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 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △513

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △32

その他の包括利益合計 － ※２ △32

包括利益 － ※１ △546

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △546
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,549 3,549

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,549 3,549

資本剰余金

前期末残高 3,084 3,084

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 3,084 3,083

利益剰余金

前期末残高 4,914 4,815

当期変動額

剰余金の配当 △170 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △63

当期純利益又は当期純損失（△） 156 △513

連結範囲の変動 － △39

当期変動額合計 △98 △702

当期末残高 4,815 4,112

自己株式

前期末残高 △62 △64

当期変動額

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △64 △65

株主資本合計

前期末残高 11,485 11,384

当期変動額

剰余金の配当 △170 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △63

当期純利益又は当期純損失（△） 156 △513

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 0 0

連結範囲の変動 － △39

当期変動額合計 △100 △703

当期末残高 11,384 10,681
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 26 31

当期変動額

連結範囲の変動 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

4 △32

当期変動額合計 4 △32

当期末残高 31 △1

純資産合計

前期末残高 11,511 11,415

当期変動額

剰余金の配当 △170 △85

剰余金の配当（中間配当） △85 △63

当期純利益又は当期純損失（△） 156 △513

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 0 0

連結範囲の変動 － △39

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 △32

当期変動額合計 △95 △736

当期末残高 11,415 10,679
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

323 △785

減価償却費 597 630

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7 24

受取利息及び受取配当金 △21 △9

支払利息 56 42

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △42

有形固定資産処分損益（△は益） 45 62

投資有価証券評価損益（△は益） － 17

ゴルフ会員権評価損 4 －

たな卸資産評価損 108 42

工場閉鎖損失 － 55

災害による損失 － 993

売上債権の増減額（△は増加） 1,618 292

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,247 △159

仕入債務の増減額（△は減少） △325 97

未収消費税等の増減額（△は増加） － △51

未払消費税等の増減額（△は減少） △3 △103

その他 △92 △82

小計 3,566 1,031

利息及び配当金の受取額 22 11

利息の支払額 △56 △42

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △982 217

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,550 1,217

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 △374 △458

有形固定資産の売却による収入 0 112

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 △9 △16

貸付金の回収による収入 122 5

長期預り保証金の返還による支出 △11 △11

その他 △1 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △275 △352
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

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） △1,925 440

長期借入金の返済による支出 △49 △19

長期借入れによる収入 100 30

リース債務の返済による支出 △12 △19

自己株式の取得による支出 △2 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △255 △149

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,144 281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130 1,146

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期末残高 ※1 857 ※1 2,031
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該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数

１社

連結子会社の名称

大日本産肥株式会社

(1) 連結子会社の数

２社

連結子会社の名称

大日本産肥株式会社

株式会社カタクラフーズ

当連結会計年度より、株式会社

カタクラフーズは重要性が増した

ため、連結の範囲に含めておりま

す。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

株式会社カタクラフーズ

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

株式会社アグリドック

(連結の範囲から除いた理由)

左記に同じ。

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない非連結子会社 

(株式会社カタクラフーズ他１社)及び

関連会社(株式会社トライムコーポレ

ーション)は、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う

額)等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外

しております。

持分法を適用していない非連結子会社 

(株式会社アグリドック他１社)及び関

連会社(株式会社トライムコーポレー

ション)は、当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)

等からみて、持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外して

おります。

３．会計処理基準に関する事項    

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

イ．有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社株式

評価基準 原価法

評価方法 移動平均法

イ．有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社株式

左記に同じ。

  (ロ)その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

左記に同じ。

  時価のないもの

評価基準 原価法

評価方法 移動平均法

時価のないもの

左記に同じ。

ロ．たな卸資産

評価基準  原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定)

評価方法  総平均法

ロ．たな卸資産

左記に同じ。
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項目

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ．有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、賃貸専用不動産及び平成

10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く。)について

は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。

建物及び構築物 10～35年

機械装置及び運搬具 ４～15年

イ．有形固定資産(リース資産を除く)

左記に同じ。

  ロ．無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

ロ．無形固定資産

左記に同じ。

  ハ．リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

ハ．リース資産

左記に同じ。

(3) 重要な引当金の計上基準 イ．貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

イ．貸倒引当金

左記に同じ。

  ロ．賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備

えるため、支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。

ロ．賞与引当金

左記に同じ。
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項目

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

ハ．退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。

(会計方針の変更)

当連結会計年度より、「退職給付

に係る会計基準」の一部改正(その

３)(企業会計基準第19号  平成20年

７月31日)を適用しております。

数理計算上の差異を翌連結会計年

度から償却するため、これによる営

業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響はありませ

ん。

また、本会計基準の適用に伴い発

生する退職給付債務の未処理残高増

加額は84百万円であります。

ハ．退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。

 また、適格退職年金制度から確定

給付企業年金制度への変更に伴い発

生した未認識過去勤務債務(債務の

減少)は平成23年３月から10年間に

亘って按分処理(費用の減少)してお

ります。

ニ．役員退職慰労引当金

当社は役員(執行役員を含む)の退

職により支給する退職慰労金に備え

るため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金

左記に同じ。

――――― ホ．災害損失引当金

 平成23年３月11日に発生した東日

本大震災による被災した固定資産の

撤去費用及び原状回復費用等の見積

額を計上しております。

(4) のれんの償却方法及び

償却期間

―――――  ５年間で均等償却しております。

(5) 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の

範囲

―――――  手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

左記に同じ。
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項目

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

―――――

５．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

―――――
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

――――― (会計方針の変更)

（１）資産除去債務に関する会計基準の適用

 当連結会計年度より、「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

当期純損失に与える影響はありません。

（２）企業結合に関する会計基準等の適用

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基

準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準

第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号

平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、

「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号

平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適

用しております。
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追加情報 

  

 
  

表示方法の変更

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に

含めておりました「受取補償金」は重要性が増加したた

め、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度における「受取補償金」は９百

万円であります。

前連結会計年度において区分掲記しておりました「受

取保険金」(25百万円)は、営業外収益総額の100分の10

以下となったため、当連結会計年度より営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書関係）

 前連結会計年度において区分掲記しておりました   

「ゴルフ会員権評価損」（４百万円）は、特別損失総額

の100分の10以下となったため、当連結会計年度より特

別損失の「その他」に含めて表示しております。

―――――  当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

21年3月24日 内閣府令第5号）を適用し、「少数株主損

益調整前当期純損失」の科目で表示しております。

――――― （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「ゴルフ会員権評価損」（４百万円）は、重要性が減少

したため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収消

費税等の増減額（△は増加）」は重要性が増加したた

め、当連結会計年度より区分掲記しております。

 なお、前連結会計年度における「未収消費税等の増減

額（△は増加）」は△０百万円であります。

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

――――― (包括利益の表示に関する会計基準)

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 

(平成22年３月31日)

当連結会計年度 

(平成23年３月31日)

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通

りであります。

投資有価証券(株式) 210百万円

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通

りであります。

投資有価証券(株式) 26百万円

 

※２．担保に供している資産

建物 111百万円

機械装置 71

土地 234

計 418

上記物件について、短期借入金390百万円、１年

内返済予定の長期借入金19百万円、長期借入金８百

万円の担保に供しております。

 

※２．担保に供している資産

建物 116百万円

機械装置 62

土地 234

計 414

上記物件について、短期借入金360百万円、１年

内返済予定の長期借入金12百万円、長期借入金22百

万円の担保に供しております。

３．保証債務

株式会社トライムコーポレーションの銀行借入38

百万円に対して保証類似行為を行っております。

３．保証債務

株式会社トライムコーポレーションの銀行借入13

百万円に対して保証類似行為を行っております。

４．受取手形割引高 102百万円 ４．受取手形割引高 36百万円

※５．コミットメントラインの設定について

当社においては、資金調達の機動性、安定性の確

保及び金融費用の圧縮を目的にシンジケーション方

式によるコミットメントライン契約を締結しており

ます。

当連結会計年度末における借入未実行残高は次の

通りであります。

総貸付極度額 1,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 1,000

※５．コミットメントラインの設定について

当社においては、資金調達の機動性、安定性の確

保及び金融費用の圧縮を目的にシンジケーション方

式によるコミットメントライン契約を締結しており

ます。

当連結会計年度末における借入未実行残高は次の

通りであります。

総貸付極度額 1,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 1,000

―――――

 

※６．災害損失引当金の内訳

固定資産の撤去費用 109百万円

〃 の原状回復費用等  86

        合 計 195
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

 

※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。

運賃 764百万円

給与手当及び賞与 1,057

賞与引当金繰入額 69

退職給付費用 128

役員退職慰労引当金繰入額 55

研究開発費 193

なお、研究開発費のうちには、賞与引当金繰入額

５百万円、退職給付費用10百万円を含んでおりま

す。

 

※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。

運賃 761百万円

給与手当及び賞与 1,049

賞与引当金繰入額 43

退職給付費用 115

役員退職慰労引当金繰入額 47

研究開発費 187

なお、研究開発費のうちには、賞与引当金繰入額

４百万円、退職給付費用10百万円を含んでおりま

す。

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額

193百万円

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額

187百万円

 

※３．固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。

機械装置 0百万円

車両運搬具 0

計 0

※３．固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。

建物 15百万円

車両運搬具 0

土地ほか 26

計 42

※４．固定資産売却損(０百万円)及び廃棄損(撤去費用

含む)(29百万円)の内訳は、次の通りであります。

建物 5百万円

機械装置 14

構築物ほか 9

計 29

※４．固定資産売却損(24百万円)及び廃棄損(撤去費用

含む)(55百万円)の内訳は、次の通りであります。

建物 25百万円

機械装置 19

構築物ほか 35

計 80

―――――
 
※５．災害による損失の内訳

棚卸資産 （注１） 642百万円

固定資産等 （注２） 307

その他復旧費用等 （注３） 43

合 計 993

（注１）東北支店・塩釜工場の他に、青森支店・青森工場と

福島支店・大越工場を含んでおります。

（注２）この損害額は、東北支店・塩釜工場の損壊した資産

の帳簿価額及び撤去費用見積りと被災した資産の原

状回復費用等の見積りを含んでおります。

（注３）この損害額は、災害に起因した操業不能による固定

費の損失や復旧に要した諸費用等であります。
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 161百万円

計 161百万円

その他有価証券評価差額金 4百万円

計 4百万円
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前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加7,579株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。また、普通株

式の自己株式の減少950株は、単元未満株式の売渡請求によるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

 
前連結会計年度末 

株式数(株)

当連結会計年度増加 

株式数(株)

当連結会計年度減少 

株式数(株)

当連結会計年度末 

株式数(株)

発行済株式        

普通株式 21,474,562 ― ― 21,474,562

合計 21,474,562 ― ― 21,474,562

自己株式        

普通株式 174,743 7,579 950 181,372

合計 174,743 7,579 950 181,372

(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

平成21年６月24日 

定時株主総会
普通株式 170 8 平成21年３月31日 平成21年６月25日

平成21年10月30日 

取締役会
普通株式 85 4 平成21年９月30日 平成21年12月４日

(決議) 株式の種類
配当金の総額 

(百万円)
配当の原資

１株当たり 

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成22年６月22日 

定時株主総会
普通株式 85 利益剰余金 4 平成22年３月31日 平成22年６月23日
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加4,866株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。また、普通株

式の自己株式の減少1,825株は、単元未満株式の売渡請求によるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

 
  

  

 
前連結会計年度末 

株式数(株)

当連結会計年度増加 

株式数(株)

当連結会計年度減少 

株式数(株)

当連結会計年度末 

株式数(株)

発行済株式        

普通株式 21,474,562 ― ― 21,474,562

合計 21,474,562 ― ― 21,474,562

自己株式        

普通株式 181,372 4,866 1,825 184,413

合計 181,372 4,866 1,825 184,413

(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

平成22年６月22日 

定時株主総会
普通株式 85 4 平成22年３月31日 平成22年６月23日

平成22年10月29日 

取締役会
普通株式 63 3 平成22年９月30日 平成22年12月３日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 911百万円

預入期間が３か月を超える 

定期預金
△54

現金及び現金同等物 857

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成23年３月31日現在)

現金及び預金勘定 2,085百万円

預入期間が３か月を超える 

定期預金
△54

現金及び現金同等物 2,031
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１．採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。 

なお、当社は退職給付信託を設定しております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

 
(注)  連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

  

３．退職給付費用に関する事項 

  

 
(注)  簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。 

  

(退職給付関係)

 
前連結会計年度 

(平成22年３月31日)

当連結会計年度 

(平成23年３月31日)

(1) 退職給付債務(百万円) △2,080 △1,979

(2) 年金資産(百万円) 950 795

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)(百万円) △1,130 △1,183

(4) 未認識数理計算上の差異(百万円) 429 490

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減少) － △35

(6) 退職給付引当金(3)＋(4)＋(5)(百万円) △700 △728

 

前連結会計年度

(自  平成21年４月１日

至  平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日)

(1) 勤務費用(注)(百万円) 106 105

(2) 利息費用(百万円) 53 41

(3) 期待運用収益(百万円) △8 △7

(4) 数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 124 102

(5) 過去勤務債務の費用処理額 － △0

(6) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)(百万円) 276 241
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

(追加情報) 

当連結会計年度より、確定給付企業年金法附則第25号に基づき、適格退職年金制度から確定給付企

業年金制度へ移行しております。 

この制度移行に伴い、過去勤務債務が35百万円減少し、当該未認識過去勤務債務は平成23年３月よ

り10年間に亘って按分処理(費用の減少)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当期純損失に与える影響は軽微であります。 

 
前連結会計年度 

(平成22年３月31日)

当連結会計年度 

(平成23年３月31日)

(1) 割引率(％) 2.1 2.1

(2) 期待運用収益率(％) 1.1 0.8

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 左記に同じ。

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 

  

 

 

――――― 10年（発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法

によっております。

(5) 数理計算上の差異の処理年数 

  

 

  

 

  

 

10年(各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理

することとしております。)

左記に同じ。 
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(税効果会計関係)

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

前連結会計年度 

(平成22年３月31日現在)

繰延税金資産(流動)  

賞与引当金 57 百万円

その他 36

繰延税金資産合計 94

繰延税金資産(固定)  

役員退職慰労引当金 72

退職給付引当金 440

その他 44

繰延税金資産小計 557

繰延税金負債(固定)

圧縮記帳積立金 △59

その他有価証券評価差額金 △21

繰延税金負債小計 △80

繰延税金資産(固定)の純額 477

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

当連結会計年度 

(平成23年３月31日現在)

繰延税金資産(流動)  

賞与引当金 40 百万円

災害損失引当金 80

その他 50

繰延税金資産合計 171

繰延税金資産(固定)

役員退職慰労引当金 76

退職給付引当金 453

繰越欠損金 215

その他有価証券評価差額金 1

その他 59

繰延税金資産小計 805

繰延税金負債(固定)

圧縮記帳積立金 △52

繰延税金負債小計 △52

繰延税金資産(固定)の純額 753

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 

(平成22年３月31日現在)

法定実効税率 41.0 ％

(調整)  

交際費等永久に損金に 

算入されない項目
6.7

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目
△1.5

住民税均等割等 8.3

試験研究費の総額等に係る 

税額控除
△3.9

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 51.6

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

当連結会計年度については、税金等調整前当期

純損失を計上しているため記載しておりません。
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前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の施設(土地を含む。)を有しております。当連結会

計年度における当該賃貸等不動産に関する利益は317百万円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価

に計上)であります。 

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次の通りであ

ります。 

  

 
(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得(36百万円)であり、主な減少額は減価償却費(38百

万円)であります。 

３．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用

いて調整を行ったものを含む。)であります。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号  平

成20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価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23号  平成20年11月28日)を適用しております。 

  

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の施設(土地を含む。)を有しております。当連結会

計年度における当該賃貸等不動産に関する利益は325百万円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価

に計上)であります。 

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次の通りであ

ります。 

  

 
(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得（70百万円）であり、主な減少額は当連結会計年度

より、株式会社カタクラフーズが連結子会社となったことに伴い、同社へ賃貸している賃貸用不動産を範囲

から消去（213百万円）したものであります。 

３．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用

いて調整を行ったものを含む。)であります。 

  

(賃貸等不動産関係)

連結貸借対照表計上額(百万円)
当連結会計年度末の時価 

(百万円)
前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,205 11 1,217 5,180

連結貸借対照表計上額(百万円)
当連結会計年度末の時価 

(百万円)
前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,217 △150 1,066 4,754
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１  報告セグメントの概要 

 
２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 
  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 

(セグメント情報等)

 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。

 報告されている企業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

 棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価格で評価しております。報

告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は

市場実勢価格に基づいております。

(単位：百万円)

報告セグメント
その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

連結財務

諸表計上額

（注３）肥料 飼料 不動産 計

売上高

外部顧客への売上高 19,390 1,046 426 20,863 933 21,797 - 21,797

セグメント間の内部 

売上高又は振替高
- - - - - - - -

計 19,390 1,046 426 20,863 933 21,797 - 21,797

セグメント利益

又は損失（△）
543 9 276 828 △16 811 △450 361

セグメント資産 16,190 316 1,311 17,818 427 18,245 3,385 21,631

その他の項目

減価償却費（注４） 504 3 57 565 20 586 11 597

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額

（注４）

219 0 64 283 7 291 0 291

（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。

（注２）調整額は以下の通りであります。

①セグメント利益又は損失の調整額 △450百万円は、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。

②セグメント資産の調整額 3,385百万円には、本社管理部門に対する債権の相殺消去△253百万円、各報告セグメ

ントに配分していない全社資産3,639百万円が含まれております。

全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社債権や投資有価証券であります。 

（注３）セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（注４）減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額と同費用に係る償却額が含

まれております。
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 

 

 
  

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

連結財務

諸表計上額

（注３）肥料 飼料 不動産 計

売上高

外部顧客への売上高 17,573 1,030 386 18,989 976 19,966 - 19,966

セグメント間の内部 

売上高又は振替高
- - 48 48 - 48 △48 -

計 17,573 1,030 434 19,038 976 20,015 △48 19,966

セグメント利益

又は損失（△）
450 50 289 790 △29 760 △457 303

セグメント資産 15,102 512 1,328 16,944 998 17,942 3,651 21,594

その他の項目

減価償却費（注４）（注５） 472 5 54 533 83 617 13 630

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 

（注５）

422 3 81 506 9 516 17 534

（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。

（注２）調整額は以下の通りであります。

①セグメント利益又は損失の調整額 △457百万円は、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。

②セグメント資産の調整額 3,651百万円には、本社管理部門に対する債権の相殺消去△1,154百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社資産4,835百万円が含まれております。

全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社債権や投資有価証券であります。 

③有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額17百万円は、本社情報機器の設備投資額であります。

 

（注３）セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（注４）減価償却費には、のれんの償却額を含んでおりません。

（注５）減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額と同費用に係る償却額が含

まれております。

(追加情報）

 当連結会計年度より、「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20号 平成20年

３月21日）を適用しております。
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(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 
  

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 536円12銭 501円62銭

１株当たり当期純利益金額 
又は当期純損失金額(△)

7円37銭 △24円14銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、潜在
株式が存在しないため記載して
おりません。

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、１株
当たり当期純損失であり、ま
た、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 11,415 10,679

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 11,415 10,679

普通株式の発行済株式数(千株) 21,474 21,474

普通株式の自己株式数(千株) 181 184

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末普通株式の数(千株)

21,293 21,290

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 156 △513

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
(△)(百万円)

156 △513

普通株式の期中平均株式数(千株) 21,296 21,293
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該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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