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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65期

第１四半期
連結累計期間

第66期
第１四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日

売上高 (千円) 4,017,242 3,657,930 16,900,369

経常利益 (千円) 609,496 901,967 522,528

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(千円) 411,569 606,679 664,473

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 479,445 721,737 432,683

純資産額 (千円) 41,236,635 41,358,630 40,913,383

総資産額 (千円) 46,548,066 46,197,104 45,395,819

１株当たり四半期（当期）純利
益

(円) 16.38 24.14 26.44

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 88.6 89.5 90.1
 

(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、潜在株式がないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四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重要な変更は

ありません。

　また、主要な関係会社にお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１四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。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

 

３ 【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当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境の改善などが見られるものの、企業業績や個人消費

に足踏み状態が続き、依然として先行き不透明な状況が続いております。

肥料業界におきましては、農産物の生産コストの低減や耕作面積の縮小などから肥料の国内需要は減少傾向が続

いております。また、肥料価格の動向に農家は敏感となっており、その変動が需要動向に影響しております。これ

に加え、政府・与党の推進する国内農業の改革が及ぼす影響や施策等に関心が集まっております。

このような状況のもと、主力の肥料事業におきましては、政府の推進する「農地の集約・大規模化、省力化」に

対応した直播栽培用肥料の開発・提案、さらに、これに係わる技術指導を行う等、積極的に営業活動を推進してま

いりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は36億57百万円（前年同期比8.9％減）、営業利益は４

億４百万円（前年同期比16.0％減）、経常利益は為替差益やデリバティブ評価益の発生により９億１百万円（前年

同期比48.0％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は６億６百万円（前年同期比47.4％増）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）

売上高は販売数量が前期を上回りましたが２度にわたる肥料価格の値下げにより減収となりました。経費圧縮等

を図り収益性の向上に努めましたが、減収による影響を吸収できませんでした。この結果、売上高24億74百万円

（前年同期比12.2％減）、営業利益２億53百万円（前年同期比28.6％減）と減収減益となりました。

（商社事業）

販売数量は前期を上回りましたが、円高の進行に伴う販売単価の下落による影響が大きく減収となりました。経

費削減等による収益性の向上に努めました結果、売上高６億84百万円（前年同期比7.3％減）、営業利益57百万円

（前年同期比29.0％増）と減収増益となりました。

（不動産賃貸事業）

平成28年３月に取得した金山駅前のオフィスビルを含め、賃貸物件ごとの稼働状況の改善を図り収益性の向上に

努めました。この結果、売上高３億73百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益２億12百万円（前年同期比14.4％

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。この結果、その

他事業全体では、売上高１億84百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益41百万円（前年同期比2.5％減）と増収減

益となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ８億１百万円増加し461億97百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が４億98百万円、商品及び製品が３億21百万円、原材料及び貯蔵品が１億32

百万円、投資有価証券が２億15百万円増加したことや、有価証券が２億38百万円減少したことによるものでありま

す。　

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ３億56百万円増加し48億38百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が５億79百万円増加したことや、賞与引当金が１億２百万円、その他流動負債が２億92百万円減

少したことによるものであります。　

純資産につきましては、利益剰余金が３億30百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ４億45百万

円増加し413億58百万円となりました。この結果、自己資本比率は89.5％（前連結会計年度末90.1％）となりまし

た。

利益剰余金の変動状況につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による６億６百万円の増加、

配当金の支払いによる２億76百万円の減少により、前連結会計年度末に比べ３億30百万円増加し265億77百万円とな

りました。

 

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は6,509千円であります。
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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 60,000,000

計 60,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年２月10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 29,201,735 29,201,735

東京証券取引所
（市場第一部）
名古屋証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 29,201,735 29,201,735 ― ―
 

 

(2) 【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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【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

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年10月１日から
平成28年12月31日まで

― 29,201,735 ― 7,410,675 ― 9,100,600
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日である平成28年９月30日の株主名簿により記載しております。

 

① 【発行済株式】

平成28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

4,070,300
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

25,125,800
251,258 ―

単元未満株式
普通株式

5,635
― ―

発行済株式総数 29,201,735 ― ―

総株主の議決権 ― 251,258 ―
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500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５個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

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)
日東エフシー株式会社

名古屋市港区いろは町
一丁目23番地

4,070,300 ― 4,070,300 13.93

計 ― 4,070,300 ― 4,070,300 13.93
 

(注) 当第１四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数は4,070,400株、その発行済株式総数に対する所有割合は

13.93％であります。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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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」(平成19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１四半期連結会計期間(平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年10月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツ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：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年９月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,966,703 8,999,984

  受取手形及び売掛金 3,497,470 3,996,075

  有価証券 7,102,737 6,864,201

  商品及び製品 2,308,546 2,629,884

  仕掛品 177,905 185,399

  原材料及び貯蔵品 2,041,048 2,173,674

  その他 520,223 363,195

  貸倒引当金 △1,200 △466

  流動資産合計 24,613,434 25,211,949

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 4,226,213 4,162,897

   土地 12,866,544 12,866,544

   その他（純額） 680,009 741,543

   有形固定資産合計 17,772,767 17,770,985

  無形固定資産 526,205 521,434

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,895,292 2,111,177

   その他 588,264 581,702

   貸倒引当金 △145 △145

   投資その他の資産合計 2,483,411 2,692,734

  固定資産合計 20,782,384 20,985,155

 資産合計 45,395,819 46,197,104
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年９月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,181,260 1,761,144

  短期借入金 - 89,768

  未払法人税等 127,323 172,998

  賞与引当金 204,713 102,355

  その他 1,657,676 1,365,175

  流動負債合計 3,170,973 3,491,442

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 253,591 246,904

  退職給付に係る負債 33,984 45,533

  その他 1,023,885 1,054,593

  固定負債合計 1,311,461 1,347,030

 負債合計 4,482,435 4,838,473

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 26,577,677

  自己株式 △2,127,899 △2,127,945

  株主資本合計 40,630,973 40,961,162

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 351,015 462,241

  退職給付に係る調整累計額 △68,605 △64,773

  その他の包括利益累計額合計 282,410 397,467

 純資産合計 40,913,383 41,358,630

負債純資産合計 45,395,819 46,197,104
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成27年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 4,017,242 3,657,930

売上原価 3,059,351 2,770,857

売上総利益 957,891 887,072

販売費及び一般管理費 476,821 482,839

営業利益 481,070 404,233

営業外収益   

 受取利息 3,028 4,187

 受取配当金 15,638 13,322

 持分法による投資利益 29,934 22,006

 為替差益 28,726 142,225

 デリバティブ評価益 36,437 297,573

 その他 24,046 19,084

 営業外収益合計 137,811 498,399

営業外費用   

 支払利息 20 74

 固定資産廃棄損 8,943 428

 売上割引 149 153

 その他 272 9

 営業外費用合計 9,385 665

経常利益 609,496 901,967

特別利益   

 投資有価証券売却益 740 -

 特別利益合計 740 -

税金等調整前四半期純利益 610,236 901,967

法人税、住民税及び事業税 128,879 186,155

法人税等調整額 69,788 109,132

法人税等合計 198,667 295,287

四半期純利益 411,569 606,679

親会社株主に帰属する四半期純利益 411,569 606,679
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成27年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 411,569 606,679

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 68,674 111,225

 繰延ヘッジ損益 10 -

 退職給付に係る調整額 △809 3,831

 その他の包括利益合計 67,875 115,057

四半期包括利益 479,445 721,737

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 479,445 721,737
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【注記事項】

(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日)

「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）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日

　　至　平成27年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年10月１日

　　至　平成28年12月31日）

減価償却費 104,738千円 105,975千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月12日
取締役会

普通株式 301,576 12.00 平成27年９月30日 平成27年12月４日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月11日
取締役会

普通株式 276,444 11.00 平成28年９月30日 平成28年12月７日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日

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１四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31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：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 2,816,699 732,505 320,989 3,870,195 147,047 4,017,242

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,584 5,112 22,707 29,404 34,301 63,706

計 2,818,283 737,618 343,697 3,899,599 181,349 4,080,948

セグメント利益 355,000 44,773 185,918 585,693 42,760 628,454
 

(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。

 

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)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 585,693

「その他」の区分の利益 42,760

セグメント間取引消去 4,168

全社費用(注) △153,121

その他の調整額 1,569

四半期連結損益計算書の営業利益 481,070
 

(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。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31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：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 2,473,932 683,343 351,254 3,508,530 149,399 3,657,930

セグメント間の内部売上高
又は振替高

800 729 22,707 24,236 34,836 59,073

計 2,474,732 684,072 373,962 3,532,767 184,236 3,717,004

セグメント利益 253,333 57,773 212,774 523,881 41,692 565,574
 

(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。

 

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)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 523,881

「その他」の区分の利益 41,692

セグメント間取引消去 4,179

全社費用(注) △163,722

その他の調整額 △1,797

四半期連結損益計算書の営業利益 404,233
 

(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。
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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、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益 16円38銭 24円14銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 411,569 606,679

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

411,569 606,679

普通株式の期中平均株式数(株) 25,131,389 25,131,336
 

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

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

平成28年11月11日開催の取締役会において、第65期（平成27年10月１日から平成28年９月30日まで）期末配当に

関し、次のとおり決議いたしました。

①　期末配当による配当金の総額                276,444千円

②　１株当たりの金額                             11円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成28年12月７日

(注) 平成28年９月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払を行っております。
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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
 

平成29年２月９日

日 東 エ フ シ ー 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

有限責任監査法人　ト ー マ ツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   瀧   沢   宏   光   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   増   見   彰   則   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」に掲げられている日東エフシー株

式会社の平成28年10月１日から平成29年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成28年10月１日から

平成28年12月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年10月１日から平成28年12月31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、日東エフシー株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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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