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(百万円未満切捨て)
１．平成29年９月期の連結業績（平成28年10月１日～平成29年９月30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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年９月期 16,386 △3.0 1,581 38.3 2,096 301.3 △618 ―

28年９月期 16,900 △3.4 1,143 △45.5 522 △77.7 664 △62.1

(注) 包括利益 29年９月期 △454 百万円 ( ―％) 28年９月期 432 百万円 (△74.5％)
　

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 ％ ％ ％

29年９月期 △24.60 ― △1.5 4.7 9.7

28年９月期 26.44 ― 1.6 1.1 6.8

(参考) 持分法投資損益 29年９月期 42百万円 28年９月期 △124百万円
　

（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

29年９月期 44,145 39,906 90.4 1,587.91

28年９月期 45,395 40,913 90.1 1,627.98

(参考) 自己資本 29年９月期 39,906百万円 28年９月期 40,913百万円
　

（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

29年９月期 680 1,399 △499 10,547

28年９月期 1,702 △1,579 △591 8,966

　

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 ％ ％

28年９月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00 552 83.2 1.3

29年９月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00 552 ― 1.4

30年９月期(予想) ― 11.00 ― 11.00 22.00 92.1

　

３．平成30年９月期の連結業績予想（平成29年10月１日～平成30年９月30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 15,900 △3.0 1,000 △36.8 1,000 △52.3 600 ― 23.87
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※ 注記事項

（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

　 新規 ―社 (―) 、除外 ―社 (―)

　

（２）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

　

（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) 29年９月期 29,201,735 株 28年９月期 29,201,735 株

② 期末自己株式数 29年９月期 4,070,478 株 28年９月期 4,070,396 株

③ 期中平均株式数 29年９月期 25,131,285 株 28年９月期 25,131,364 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．平成29年９月期の個別業績（平成28年10月１日～平成29年９月30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 ％

29年９月期 11,307 △9.9 701 △40.2 1,480 28.3 △862 ―

28年９月期 12,552 0.4 1,173 △15.3 1,154 △42.1 1,232 △24.6
　

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

29年９月期 △34.31 ―

28年９月期 49.05 ―

　

（２）個別財政状態

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

29年９月期 38,790 35,743 92.1 1,422.26

28年９月期 40,849 37,053 90.7 1,474.40

(参考) 自己資本 29年９月期 35,743百万円 28年９月期 37,053百万円

　

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料４ページ「（４）今後の見通し」

をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益や雇用情勢に改善の動きがみられ、緩やかな回復基調が続い

ております。しかしながら、世界情勢では核兵器問題を背景に米国と北朝鮮との緊張が高まるなど、不確実で先

行きが見通せない状況となっております。

肥料業界におきましては、昨年政府が発表した「農業競争力強化プログラム」に基づき、農林水産省が生産資

材価格引下げを目的に、肥料の銘柄数削減による生産性向上への取組をメーカーに対して求めているほか、全農

においても肥料の銘柄集約や入札制度の導入などによる調達価格引下げを目指す方針が示されるなど、当社を取

り巻く環境は大きく変化しております。

このような状況の下、主力の肥料事業におきましては、稲作の負担を大きく軽減する、育苗を必要としない直

播栽培専用の肥料など、農業生産の大きな課題に対応する製品を引き続き推進するとともに、農業生産者に適切

な施肥方法や栽培管理の指導を行うなど、提案型の営業活動を進め、収益の確保に努めてまいりました。

商社事業におきましては、国際市況、国内需要動向や外国為替変動等を注視しつつ、顧客の多様なニーズに対

応して受注の拡大に努めるとともに、輸入コストの低減など経費圧縮を図ってまいりました。

不動産賃貸事業におきましては、既存物件の運用の最適化を念頭に、収益力の強化を図ってまいりました。そ

の他事業ではホテル・運送・倉庫の各部門とも稼働率や顧客サービスの向上等により収益力の強化を図ってまい

りました。

この結果、当連結会計年度における連結売上高は163億86百万円（前期比3.0％減）、営業利益は15億81百万円

（前期比38.3％増）、経常利益は20億96百万円（前期比301.3％増）となりました。しかしながら、岐阜県多治

見市や名古屋市金山地区の不動産賃貸事業用物件等について22億34百万円の減損損失を特別損失として計上した

影響により、親会社株主に帰属する当期純損失は６億18百万円（前期は６億64百万円の親会社株主に帰属する当

期純利益）となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

（肥料事業）

昨年後半の先安観による製品販売遅れの回復、今年６月以降の値上げを見越した駆け込み需要により販売数量

は前期を上回りましたが、販売単価の下落を補うには至らず、売上高104億31百万円（前期比6.9％減）となりま

した。営業利益は前年発生した補償等も無いことから、９億35百万円（前期比58.5％増）と減収増益となりまし

た。

（商社事業）

市況や為替変動などの影響を受け販売単価は下落したものの、顧客のニーズにきめ細かく対応して受注の拡大

に努め、販売数量の増加でカバーした結果、売上高39億48百万円（前期比3.0％増）、営業利益３億44百万円

（前期比36.5％増）と増収増益となりました。

（不動産賃貸事業）

名古屋市内を中心に各物件の収益が好調に推移する等、売上高15億39百万円（前期比8.4％増）、営業利益８

億34百万円（前期比14.2％増）と増収増益となりました。

（その他事業）

ホテル・運送・倉庫の各事業ともに稼働率の改善と経費削減による収益性の向上に努めましたが、その他事業

全体では、売上高７億21百万円（前期比2.2％増）、営業利益１億39百万円（前期比11.8％減）と増収減益とな

りました。

（２）当期の財政状態の概況

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における連結ベースの総資産は、前連結会計年度末に比べ12億50百万円減少し441億45百万

円となりました。これは主に、現金及び預金が15億80百万円、受取手形及び売掛金が９億30百万円増加し、有価

証券が13億78百万円減少したことによるものであります。また、不動産賃貸事業及びホテル事業の物件に係る減

損損失の計上等により建物及び構築物が７億30百万円、土地が11億69百万円、長期前払費用が93百万円、無形固

定資産が４億63百万円減少しております。
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当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億43百万円減少し42億38百万円となりました。こ

れは主に、未払法人税等が２億13百万円、未払金が１億32百万円増加し、その他流動負債が５億77百万円減少し

たことなどによるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ10億７百万円減少し、399億６百万円となりました。これは

主に、親会社株主に帰属する当期純損失の計上６億18百万円、配当の実施５億52百万円などにより利益剰余金が

11億71百万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90.4％(前連結会計年度末

90.1％）となりました。

　

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ15億80百万円増加し、105億47百万円（前期比17.6％増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、６億80百万円（前期比60.0%減）となりました。これ

は主に、税金等調整前当期純損失に減価償却費等を加えた資金の源泉が25億44百万円、売上債権及びたな卸資産

の増加から仕入債務の増加を差し引いた資金の減少が８億82百万円、法人税等の支払により３億84百万円それぞ

れ資金の減少があっ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）

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、13億99百万円（前期は15億79百万円の減少）となりま

した。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入が69億68百万円、有価証券の取得による支出が53億円あ

ったこと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）

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、４億99百万円（前期比15.7％減）となりました。これ

は主に、配当金の支払が５億52百万円あったこと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

平成25年９月期 平成26年９月期 平成27年９月期 平成28年９月期 平成29年９月期

自己資本比率 87.7% 88.5% 88.6% 90.1% 90.4%

時価ベースの自己資本比率 35.8% 37.1% 46.9% 46.0% 49.0%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.0年 ―年 0.0年 ―年 0.1年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

5,170.0 4,771.3 1,168.5 2,737.4 724.0

（注）自己資本比率： （純資産－少数株主持分）/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/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー/利払い

＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

＊株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

＊営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

　おります。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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

　ります。
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（４）今後の見通し

政府は「未来投資戦略2017」において、「攻めの農林水産業」実現に向けてデータやIoTの活用、生産資材・

流通加工構造改革、輸出力強化、販路開拓と付加価値向上・経営力強化などを支援する方針を示しています。

一方で肥料業界におきましては、全農は生産資材価格の引き下げを目的とし、集中購買を行うなど、肥料業界

を取り巻く環境は一層厳しさを増しており、肥料の製品価格は下げ基調となっております。また、当期に発生し

た価格改定前の前倒し需要により、今後は大きな需要の伸びは見込めなくなっているうえ、原料価格も円安基調

により高止まりしており採算は厳しくなっております。しかしながら、当社におきましては自社設計に基づく製

造設備の改善・更新を通じて生産の効率性をさらに高め、安全と環境に配慮した適正な品質管理のもと、製造コ

ストの低減を追求したうえ、肥料の安定供給に努めてまいります。そのような中で農業生産者のニーズを把握

し、確かな品質と経済性を備えた新製品を開発し、大規模農業向けの機能性商品や栽培技術指導により拡売を目

指してまいります。

商社事業におきましては、既存の化学品部門、アグリ部門については輸入元とこれまで培った強固な信頼関係

を生かし、国内需要家の多様なニーズにより一層応えていくことで事業基盤の強化を図るとともに、新たな収益

機会の創出を念頭に業容の拡大に努めてまいります。

不動産賃貸事業におきましては、事業基盤の整備に努めております。現在その一環として金山地区の再開発を

進めており、当該地区からの賃貸収入について当面の間は減少が見込まれますが、今後も長期的展望に立って所

在地の分散にも配慮のうえ優良物件の取得に努めるなど、収益基盤の拡充を目指してまいります。

また、その他事業におきましては、長期的視点での収益性の向上を図るため、各事業基盤の整備を進めてまい

ります。

次期の通期連結業績見通しにつきましては、売上高159億円（当期比3.0％減）、営業利益10億円（当期比36.8

％減）、経常利益10億円（当期比52.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は６億円（当期は親会社株主に

帰属する当期純損失６億18百万円）を見込んでおります。

　

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは現在日本国内を主たる事業の活動地としており、当面は日本基準を採用することとしておりま

す。なお、IFRS（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内他社のIFRS採用動向等を踏まえつつ、検討をす

すめていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当連結会計年度
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,966,703 10,547,630

受取手形及び売掛金 3,497,470 4,428,427

有価証券 7,102,737 5,724,477

商品及び製品 2,308,546 2,235,381

仕掛品 177,905 218,029

原材料及び貯蔵品 2,041,048 2,123,035

繰延税金資産 273,244 174,172

その他 246,979 227,067

貸倒引当金 △1,200 △718

流動資産合計 24,613,434 25,677,503

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,347,715 13,812,259

減価償却累計額 △10,121,502 △10,316,474

建物及び構築物（純額） 4,226,213 3,495,784

機械装置及び運搬具 6,373,158 6,489,524

減価償却累計額 △5,749,921 △5,797,980

機械装置及び運搬具（純額） 623,236 691,544

土地 12,866,544 11,697,198

建設仮勘定 317 5,923

その他 363,368 368,664

減価償却累計額 △306,913 △314,612

その他（純額） 56,455 54,052

有形固定資産合計 17,772,767 15,944,503

無形固定資産 526,205 62,831

投資その他の資産

投資有価証券 1,895,292 1,969,814

長期前払費用 241,088 147,233

繰延税金資産 12,360 14,323

その他 334,815 328,970

貸倒引当金 △145 -

投資その他の資産合計 2,483,411 2,460,341

固定資産合計 20,782,384 18,467,676

資産合計 45,395,819 44,145,180
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当連結会計年度
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,181,260 1,278,303

短期借入金 - 53,938

未払金 492,910 625,187

未払法人税等 127,323 341,071

未払消費税等 146,105 76,239

賞与引当金 204,713 227,829

その他 1,018,660 441,200

流動負債合計 3,170,973 3,043,770

固定負債

繰延税金負債 381,425 280,972

役員退職慰労引当金 253,591 259,318

退職給付に係る負債 33,984 68,098

長期前受収益 29,700 -

その他 612,760 586,767

固定負債合計 1,311,461 1,195,156

負債合計 4,482,435 4,238,926

純資産の部

株主資本

資本金 7,410,675 7,410,675

資本剰余金 9,100,755 9,100,755

利益剰余金 26,247,443 25,076,392

自己株式 △2,127,899 △2,127,978

株主資本合計 40,630,973 39,459,844

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 351,015 512,772

退職給付に係る調整累計額 △68,605 △66,363

その他の包括利益累計額合計 282,410 446,409

純資産合計 40,913,383 39,906,253

負債純資産合計 45,395,819 44,145,180
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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：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 16,900,369 16,386,746

売上原価 13,411,928 12,717,013

売上総利益 3,488,440 3,669,732

販売費及び一般管理費 2,344,520 2,087,899

営業利益 1,143,920 1,581,833

営業外収益

受取利息 12,720 12,029

受取配当金 34,265 33,938

持分法による投資利益 - 42,768

技術指導料 20,755 18,060

為替差益 - 39,807

デリバティブ評価益 - 319,996

補助金収入 27,061 -

その他 47,442 66,146

営業外収益合計 142,244 532,748

営業外費用

支払利息 621 939

固定資産廃棄損 14,572 15,302

持分法による投資損失 124,938 -

為替差損 338,925 -

デリバティブ評価損 277,684 -

その他 6,894 1,560

営業外費用合計 763,637 17,802

経常利益 522,528 2,096,779

特別利益

投資有価証券売却益 321,738 -

匿名組合清算益 426,921 -

特別利益合計 748,660 -

特別損失

減損損失 - ※ 2,234,059

特別損失合計 - 2,234,059

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,271,188 △137,280

法人税、住民税及び事業税 643,111 560,629

法人税等調整額 △36,397 △79,748

法人税等合計 606,714 480,881

当期純利益又は当期純損失（△） 664,473 △618,161

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

664,473 △618,161
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

当期純利益又は当期純損失（△） 664,473 △618,161

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △159,673 161,756

繰延ヘッジ損益 3 -

退職給付に係る調整額 △72,120 2,241

その他の包括利益合計 △231,790 163,998

包括利益 432,683 △454,163

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 432,683 △454,163
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,410,675 9,100,755 26,160,990 △2,127,855 40,544,565

当期変動額

剰余金の配当 △578,021 △578,021

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

664,473 664,473

自己株式の取得 △44 △44

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 86,452 △44 86,408

当期末残高 7,410,675 9,100,755 26,247,443 △2,127,899 40,630,973

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 510,689 △3 3,515 514,201 41,058,766

当期変動額

剰余金の配当 △578,021

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

664,473

自己株式の取得 △44

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△159,673 3 △72,120 △231,790 △231,790

当期変動額合計 △159,673 3 △72,120 △231,790 △145,382

当期末残高 351,015 ― △68,605 282,410 40,913,383
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当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,410,675 9,100,755 26,247,443 △2,127,899 40,630,973

当期変動額

剰余金の配当 △552,888 △552,888

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

△618,161 △618,161

自己株式の取得 △78 △78

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― △1,171,050 △78 △1,171,128

当期末残高 7,410,675 9,100,755 25,076,392 △2,127,978 39,459,844

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 351,015 △68,605 282,410 40,913,383

当期変動額

剰余金の配当 △552,888

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△）

△618,161

自己株式の取得 △78

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

161,756 2,241 163,998 163,998

当期変動額合計 161,756 2,241 163,998 △1,007,130

当期末残高 512,772 △66,363 446,409 39,906,253
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

1,271,188 △137,280

減価償却費 445,641 439,170

長期前払費用償却額 8,123 8,123

減損損失 - 2,234,059

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,241 △627

賞与引当金の増減額（△は減少） △724 23,116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 12,573 34,114

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,797 5,726

受取利息及び受取配当金 △46,985 △45,968

支払利息 621 939

持分法による投資損益（△は益） 124,938 △42,768

為替差損益（△は益） 287,066 △87,618

デリバティブ評価損益（△は益） 277,684 △319,996

投資有価証券売却損益（△は益） △321,738 -

匿名組合清算損益（△は益） △426,921 -

売上債権の増減額（△は増加） 475,638 △930,957

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,181,620 △48,945

仕入債務の増減額（△は減少） △772,173 97,043

前受金の増減額（△は減少） 29,009 2,578

長期前受収益の増減額（△は減少） △178,020 △29,700

その他 315,306 △191,971

小計 2,680,403 1,009,036

利息及び配当金の受取額 53,448 56,616

利息の支払額 △621 △939

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,030,568 △384,375

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,702,660 680,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △2,733,180 △5,300,000

有価証券の売却及び償還による収入 1,700,000 6,968,881

有形固定資産の取得による支出 △1,566,623 △269,197

有形固定資産の売却による収入 2,050 1,480

無形固定資産の取得による支出 - △1,910

投資有価証券の取得による支出 △581,475 △5,202

投資有価証券の売却及び償還による収入 426,168 -

投資事業組合からの分配による収入 1,186,404 -

貸付金の回収による収入 660 340

保険積立金の積立による支出 △48,611 △30,890

保険積立金の払戻による収入 42,629 47,966

その他 △7,253 △11,622

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,579,232 1,399,843
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30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） △13,733 53,938

自己株式の取得による支出 △44 △78

配当金の支払額 △578,021 △552,888

財務活動によるキャッシュ・フロー △591,798 △499,028

現金及び現金同等物に係る換算差額 △188,462 △225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △656,833 1,580,927

現金及び現金同等物の期首残高 9,623,537 8,966,703

現金及び現金同等物の期末残高 8,966,703 10,547,630
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（５）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。

(表示方法の変更)

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産廃棄損」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示変更を反映させる

ため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた21,467千

円は、「固定資産廃棄損」14,572千円、「その他」6,894千円として組替えております。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結会

計年度から適用しております。

(連結損益計算書関係)

※ 減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

用途 種類 場所 金額（千円） その他

賃貸資産
建物及び構築物、機械装

置及び運搬具、その他
名古屋市中区 168,629 賃貸用オフィスビル

事業用資産
建物及び構築物、土地、

その他
名古屋市中区 862,270 ホテル

賃貸資産
建物及び構築物、土地、

長期前払費用、その他
岐阜県多治見市 1,060,290 店舗

賃貸資産 土地 名古屋市港区 122,564 駐車場

遊休資産 建物及び構築物、土地 北海道寿都郡 20,304 工場

合計 2,234,059

当社グループは、事業用資産については事業セグメントを基に、賃貸資産、遊休資産及び売却予定資産は物件

ごとにグルーピングを行っております。

名古屋市中区の賃貸資産及び事業用資産は、ＮＦＣ金山駅前ビル解体の決定を契機にした利用方法の見直し等

により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。その

内訳は、賃貸資産168,629千円（内、建物及び構築物167,956千円、機械装置及び運搬具330千円、その他341千

円）、事業用資産862,270千円(内、建物及び構築物125,616千円、土地734,409千円、その他2,244千円）であり

ます。回収可能価額は使用価値により測定し、将来キャッシュ・フローを7.09％で割り引いて算定しておりま

す。

岐阜県多治見市の賃貸資産は、収益性の低下により減損損失を計上いたしました。その内訳は、建物及び構築

物227,183千円、土地324,591千円、長期前払費用62,133千円、その他445,747千円であります。回収可能価額は

正味売却価額により測定し、正味売却価額は不動産鑑定評価書に基づく金額により算定しております。

名古屋市港区の賃貸資産は、時価の下落により減損損失を計上いたしました。回収可能価額は正味売却価額に

より測定し、正味売却価額は不動産鑑定評価書に基づく金額により算定しております。

北海道寿都郡の物件は、遊休資産となったことにより減損損失を計上いたしました。その内訳は、建物及び構

築物2,496千円、土地17,807千円であります。回収可能価額は正味売却価額により測定しており、備忘価額まで

減損損失を計上しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループ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。

当社グループの事業内容は、肥料の製造販売を行う肥料事業、化学品及び肥料の輸入販売を行う商社事業、

不動産賃貸事業、他に関連する事業としてホテル事業、運送事業、倉庫事業を展開しております。したがって、

当社の報告セグメントは、事業活動を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「肥料

事業」、「商社事業」及び「不動産賃貸事業」を報告セグメントとしております。

各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類は、以下のとおりです。

「肥料事業」は、化成肥料、配合肥料、ペレット肥料、液体肥料、土壌改良材等の製造販売及び肥料用原料

の輸入販売を行っております。「商社事業」は、工業用原料及び各種肥料の輸入販売を行っております。「不

動産賃貸事業」は、オフィスビル、ショッピングセンター店舗、倉庫、駐車場等の賃貸を行っております。

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

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と同一であります。

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。
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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27年10月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計

肥料事業 商社事業
不動産賃貸

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 11,198,683 3,795,153 1,329,389 16,323,225 577,143 16,900,369

セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,569 39,172 90,830 136,571 129,073 265,644

計 11,205,252 3,834,325 1,420,219 16,459,797 706,217 17,166,014

セグメント利益 590,201 252,121 730,480 1,572,804 157,991 1,730,795

セグメント資産 14,722,110 2,123,417 11,208,861 28,054,390 2,421,996 30,476,386

その他の項目

減価償却費 134,010 617 265,052 399,680 28,644 428,325

持分法適用会社への
投資額

734,856 ― ― 734,856 ― 734,856

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

117,356 ― 1,399,877 1,517,234 16,870 1,534,104

(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、ホテル事業、運送事業及び倉庫事業

を含んでおります。

当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計

肥料事業 商社事業
不動産賃貸

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 10,428,666 3,921,851 1,448,527 15,799,045 587,700 16,386,746

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,439 26,157 90,830 119,427 134,271 253,698

計 10,431,106 3,948,009 1,539,357 15,918,472 721,972 16,640,444

セグメント利益 935,673 344,145 834,140 2,113,959 139,366 2,253,325

セグメント資産 15,239,749 2,451,584 9,716,935 27,408,269 1,567,355 28,975,624

その他の項目

減価償却費 149,085 551 251,817 401,454 21,467 422,921

持分法適用会社への
投資額

772,675 ― ― 772,675 ― 772,675

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

184,111 ― 122,490 306,602 3,990 310,592

(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、ホテル事業、運送事業及び倉庫事業

を含んでおります。
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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)

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 16,459,797 15,918,472

「その他」の区分の売上高 706,217 721,972

セグメント間取引消去 △265,644 △253,698

連結財務諸表の売上高 16,900,369 16,386,746

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,572,804 2,113,959

「その他」の区分の利益 157,991 139,366

セグメント間取引消去 16,970 17,063

全社費用（注） △604,470 △688,217

その他の調整額 624 △338

連結財務諸表の営業利益 1,143,920 1,581,833

(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。

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 28,054,390 27,408,269

「その他」の区分の資産 2,421,996 1,567,355

全社資産（注） 14,939,335 15,185,118

セグメント間債権消去 △19,903 △15,563

連結財務諸表の資産合計 45,395,819 44,145,180

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金（預金）、投資資金（有価証券、投資有

価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 399,680 401,454 28,644 21,467 17,315 16,248 445,641 439,170

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,517,234 306,602 16,870 3,990 6,195 12,510 1,540,299 323,102
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【関連情報】

前連結会計年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

１ 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

肥料 化学品 不動産賃貸 その他 合計

外部顧客への売上高 12,122,423 2,871,412 1,329,389 577,143 16,900,369

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三井物産アグロビジネス㈱ 2,538,122 肥料事業

ホクレン農業協同組合連合会 1,662,083 肥料事業

当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

１ 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

肥料 化学品 不動産賃貸 その他 合計

外部顧客への売上高 11,427,350 2,923,167 1,448,527 587,700 16,386,746

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三井物産アグロビジネス㈱ 2,292,432 肥料事業

ホクレン農業協同組合連合会 1,711,198 肥料事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)
(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

肥料事業 商社事業
不動産賃貸

事業
計

減損損失 ― ― 1,351,484 1,351,484 862,270 20,304 2,234,059

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

　

前連結会計年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり純資産額 1,627.98円 1,587.91円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

26.44円 △24.60円

(注) １ 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり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。当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。

２ 算定上の基礎

（１）１株当たり純資産額

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当連結会計年度
(平成29年９月30日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 40,913,383 39,906,253

普通株式に係る純資産額(千円) 40,913,383 39,906,253

普通株式の発行済株式数(株) 29,201,735 29,201,735

普通株式の自己株式数(株) 4,070,396 4,070,478

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数(株)

25,131,339 25,131,257

（２）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

前連結会計年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)

664,473 △618,161

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に帰属する
当期純損失(△)(千円)

664,473 △618,161

普通株式の期中平均株式数(株) 25,131,364 25,131,285

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

（１）役員の異動

①代表取締役の異動

　該当事項はありません。

　②その他の役員の異動（平成29年12月22日付予定）

・新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補

取締役製造本部長 小田達也（現 製造本部長）

・監査等委員である新任取締役候補

宮下英二（前 パナソニックデバイスＳＵＮＸ株式会社 専務取締役）

　宮下英二氏は、社外取締役候補者であります。

・退任予定取締役

取締役 倉知保政

取締役（監査等委員） 佐藤秀夫
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