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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 16,309 △6.7 524 △16.7 570 △8.4 348 △15.0

2020年３月期第２四半期 17,477 0.8 630 29.6 623 20.4 409 32.1
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 457百万円( 23.6％) 2020年３月期第２四半期 370百万円(△21.0％)
　

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

2021年３月期第２四半期 38.07 －

2020年３月期第２四半期 41.72 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 40,004 21,751 54.3

2020年３月期 42,214 22,364 52.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 21,703百万円 2020年３月期 22,315百万円
　

　　

２．配当の状況

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

2020年３月期 － 0.00 － 50.00 50.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３月期(予想) － 50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 38,000 1.2 1,200 △14.9 1,200 △13.0 800 △8.8 88.70
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 有
　

詳細は、８ページ【２．四半期連結財務諸表及び主な注記】「（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期
連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

　
　　

（４）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) 2021年３月期２Ｑ 10,161,686株 2020年３月期 10,161,686株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 1,126,885株 2020年３月期 599,513株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 9,140,834株 2020年３月期２Ｑ 9,809,322株
　

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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。業績予想に関する事項については、添付資料２ページ「１.当四半期決算に関す
る定性的情報（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

日本農業を取り巻く環境は、大規模生産者や農業法人が増加するなど構造に変化が生じてきてい

るものの、依然として農業従事者の高齢化、後継者不足、耕作放棄地の拡大など環境は厳しい状況

にあります。加えて、昨年から相次いだ大規模自然災害は農業従事者に甚大な被害をもたらしてお

り、更なる肥料需要の減少が懸念されます。さらに、政府や当社最大の取引先である全国農業協同

組合連合会では、生産資材価格の引下げを目的とした措置を講じており、業界内での価格競争は激

しさを増しています。また、化学品事業及び海外事業においては、新型コロナウイルスの流行によ

る販売機会の喪失や事業進捗停滞の影響が懸念されます。

このような情勢の下、当社グループは国内トップクラスの肥料メーカーとして、シェア拡大を図

るべく全国に展開する事業拠点を中心に地域密着型の営業活動を展開し、価格競争に対応すべく生

産・販売の効率を上げるよう徹底した合理化を行い、収益基盤の強化に取り組んでまいりました。

当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高16,309百万円（前年同期比6.7％減）、営業利

益524百万円（前年同期比16.7％減）、経常利益570百万円（前年同期比8.4％減）、親会社株主に

帰属する四半期純利益348百万円（前年同期比15.0％減）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、当社独自の特徴ある付加価値の高い製品を中心とした営業活動に努めたものの、販

売数量の減少及び肥料価格値下がりにより、売上高12,907百万円（前年同期比5.9％減）、セグメ

ント利益は639百万円（前年同期比20.4％減）となりました。

化学品事業は、工業用リン酸を中心とした販売数量の減少により、売上高2,336百万円（前年同

期比15.3％減）、セグメント利益は198百万円（前年同期比13.8％減）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192百万円（前年同期比2.8％増）となりました。

その他の事業は、設備工事等の受注増により売上高1,373百万円（前年同期比8.5％増）となりま

したが、海外事業の先行費用が継続しており、セグメント損失は43百万円（前年同期は60百万円の

損失）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結業績を踏まえた2021年３月期の連結業績予想につきましては、前回発表の予想

（2020年５月26日公表）から変更ありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,389 2,069

受取手形及び売掛金 10,384 8,549

有価証券 3 2

商品及び製品 5,534 5,704

仕掛品 659 670

原材料及び貯蔵品 3,803 3,942

未収還付法人税等 0 －

その他 419 689

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 24,191 21,626

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,085 6,106

機械装置及び運搬具（純額） 2,199 2,277

土地 6,763 6,991

その他（純額） 647 696

有形固定資産合計 15,695 16,072

無形固定資産 89 90

投資その他の資産

その他 2,257 2,235

貸倒引当金 △19 △20

投資その他の資産合計 2,237 2,215

固定資産合計 18,022 18,377

資産合計 42,214 40,004
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,383 4,280

短期借入金 6,250 6,250

未払法人税等 181 254

賞与引当金 376 362

その他 2,601 2,270

流動負債合計 14,792 13,419

固定負債

長期借入金 500 500

役員退職慰労引当金 244 235

退職給付に係る負債 3,268 3,076

その他 1,043 1,021

固定負債合計 5,057 4,833

負債合計 19,850 18,252

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 9,275 9,144

自己株式 △721 △1,313

株主資本合計 22,674 21,951

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 45 130

繰延ヘッジ損益 5 －

為替換算調整勘定 △8 △10

退職給付に係る調整累計額 △400 △368

その他の包括利益累計額合計 △358 △247

非支配株主持分 48 47

純資産合計 22,364 21,751

負債純資産合計 42,214 40,004
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 17,477 16,309

売上原価 13,970 13,059

売上総利益 3,506 3,250

販売費及び一般管理費 2,876 2,725

営業利益 630 524

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 9 8

受取保険金 0 56

その他 48 46

営業外収益合計 58 111

営業外費用

支払利息 17 17

持分法による投資損失 13 11

災害による損失 26 19

その他 7 17

営業外費用合計 64 65

経常利益 623 570

特別利益

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 － 16

受取損害賠償金 73 －

特別利益合計 74 17

特別損失

固定資産除売却損 61 51

その他 2 1

特別損失合計 63 52

税金等調整前四半期純利益 633 535

法人税、住民税及び事業税 224 189

法人税等調整額 0 △1

法人税等合計 224 188

四半期純利益 408 347

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 409 348
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 408 347

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △56 84

繰延ヘッジ損益 － △5

退職給付に係る調整額 21 32

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △2

その他の包括利益合計 △38 110

四半期包括利益 370 457

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 371 458

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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 633 535

減価償却費 594 608

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） △92 △9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1 △144

受取利息及び受取配当金 △9 △8

支払利息 17 17

持分法による投資損益（△は益） 13 11

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △1

有形固定資産処分損益（△は益） 23 10

受取保険金 △0 △56

災害による損失 26 19

投資有価証券売却損益（△は益） － △14

受取損害賠償金 △73 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,247 1,839

たな卸資産の増減額（△は増加） △357 △316

仕入債務の増減額（△は減少） △1,333 △1,102

未払金の増減額（△は減少） △534 △316

未払消費税等の増減額（△は減少） △116 113

その他 △530 △225

小計 506 959

利息及び配当金の受取額 9 8

利息の支払額 △18 △17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △136 △118

損害賠償金の受取額 73 －

環境対策費用の支払額 － △76

営業活動によるキャッシュ・フロー 434 755

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △428 △980

無形固定資産の取得による支出 △8 △8

投資有価証券の売却による収入 － 46

その他 1 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △435 △939

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） △15 5

長期借入金の返済による支出 △339 △5

リース債務の返済による支出 △37 △64

自己株式の取得による支出 △151 △594

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △493 △477

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,037 △1,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,038 △1,319

現金及び現金同等物の期首残高 3,997 3,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,958 2,015
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　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。
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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2019年４月１日 至2019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
(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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020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
(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 12,883 2,236 303 15,423 885 16,309 ― 16,309

セグメント間の内部売上高
又は振替高

24 99 5 129 487 616 △616 ―

計 12,907 2,336 309 15,553 1,373 16,926 △616 16,309

セグメント利益又は損失(△) 639 198 192 1,031 △43 987 △462 524

(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△462百万円は、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。

　


