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平成平成平成平成 19191919年３月期年３月期年３月期年３月期        第１四半期財務・業績の概況（連結）第１四半期財務・業績の概況（連結）第１四半期財務・業績の概況（連結）第１四半期財務・業績の概況（連結）    

平成 18年７月 28日 

上場会社名  日本配合飼料株式会社   （コード番号：2056 東証第一部） 

（ＵＲＬ http://www.nippai.co.jp/ ）  

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 吉田 和臣 

責任者役職・氏名 執行役員財経部長 臼杵 静雄 

ＴＥＬ：（045）450－5811 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
  
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
     （内容） 
   法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした計算をおこなっております。 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 
     （内容） 

   ・連結（新規） １社  （除外） ―社   ・持分法（新規） ―社  （除外） ―社 

 
２．平成 19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18年４月１日～平成 18年６月 30日） 
(1) 経営成績（連結）の進捗状況   （注）  記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

19年３月期第１四半期 20,901    1.8 366  △60.1 455 △54.0 220   ― 

18年３月期第１四半期 20,521    7.0 920      ― 990     ― △200   ― 

(参考)18年３月期 82,439 1,920 1,770 302   

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

19年３月期第１四半期      3    07   ―  ―   

18年３月期第１四半期 △2  78    ―  ―  

(参考)18年３月期 4  21    ―  ―  

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
 
［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第 1 四半期までのわが国経済は米国の景気の減速とこれに連動した株価の下落懸念など不安要因もあり

ますが、引き続き個人消費や企業の設備投資などは堅調であり、景気は着実に回復をしております。 
配合飼料業界におきましては、主原料であるとうもろこしの穀物相場は、米国の作付面積の減少予想やエ

タノール需要の増加による在庫率の低下予想から高値基調で推移しましたが、その後の順調な生育状況から
値を下げる相場展開となりました。 
また為替相場では先進７ヶ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ７）で指摘された米国の対外貿易赤字への懸

念を背景に、ドルが売られ急速に円高が進む場面もありましたが、その後、米国のインフレを警戒した金利
引き上げ観測が高まり、一転円安に推移しました。 
畜産物の各相場は、牛肉においては国内生産量と輸入量の減少から堅調に推移しました。豚肉は出荷の減

少により相場が上昇しました。鶏肉においては輸入鶏肉の在庫が多く供給過剰の状況となり、前年を下回る
相場となりました。鶏卵相場は、需要の落ち込みから相場は前年を下回りました。 
業界全体での配合飼料の販売数量は、肉用牛の飼養頭数が増え配合飼料の需要が増したことから、前年同

期を上回りました。 
当社グループの売上高については、畜産用配合飼料においては新規拡販により販売数量、売上高とも前年

を上回り、また水産用配合飼料では、海産用配合飼料の販売数量が伸び、前年を上回りました。畜産事業に
おいては鶏卵相場が軟調に推移したため、前年同期を下回りました。その他の事業においては、水産加工品
の取引が拡大したことにより、前年同期を上回りました。 
これらの結果、当第 1 四半期の売上高は 209 億１百万円、経常利益は４億５千５百万円、四半期純利益は

２億２千万円となりました。 



- 2 - 

(2) 財政状態（連結）の変動状況   （注）  記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 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 

19年３月期第１四半期 50,717   12,359   24.0  172    04   

18年３月期第１四半期 48,073   10,271   21.4  142  97  

(参考) 18年３月期 50,288   12,340   24.5  171  77  

    

【連結キャッシュ・フローの状況】   （注）  記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 
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 

19年３月期第１四半期 415   △262     6   939   

18年３月期第１四半期 1,483   △120   △1,642   1,205   

(参考)18年３月期 2,514   △983   △2,236   779   

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

（キャッシュ・フローの状況） 
当第１四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は９億３千９百万円となりまし

た。その主な内容は以下のとおりであります。 
営業活動の結果得られた資金は、４億１千５百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益

が４億３千８百万円、減価償却費が３億３千８百万円あった一方で、法人税等の支払額が３億５千４百万円、
売上債権の増加が２億９千４百万円あったことによるものであります。 
投資活動の結果使用した資金は、２億６千２百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出が２億３千９百万円あったことによります。 
財務活動の結果得られた資金は、６百万円となりました。これは主に短期借入金の増加が９億５千７百万

円、長期借入金の調達を２億４千５百万円行った一方で、長期借入金の返済による支出が８億９千９百万円
あったことおよび配当金の支払額が２億１千５百万円あったことによるものであります。 

 

○ 添付資料 

!" （要約）四半期連結貸借対照表 
!" （要約）四半期連結損益計算書 
!" （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 
!" （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
!" セグメント情報 

以  上 

 
［参 考］ 
平成 19年３月期の連結業績予想（平成 18年４月１日～平成 19年３月 31日） 
 業績予想の変更はありません。 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 中間期および通期の業績予想につきましては、現時点で平成 18 年５月 12 日発表の予想に変更はありませ
ん。また、業績予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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〔添付資料〕〔添付資料〕〔添付資料〕〔添付資料〕    

１．（要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、千円未満を切捨てて表示しております。） 

当四半期 
（平成 19年３月期 

 第１四半期末） 

前年同四半期 
（平成 18年３月期 

 第１四半期末） 

増  減 
（参考） 

平成 18年３月期末 科  目 

金  額 金  額 金  額 金  額 
（資産の部）（資産の部）（資産の部）（資産の部）        

ⅠⅠⅠⅠ    流動資産流動資産流動資産流動資産        

現金及び預金 1,224,120 1,323,208 △99,087 1,061,777 

受取手形及び売掛金 

たな卸資産 

その他 

貸倒引当金 

15,018,304 

4,116,342 

1,893,797 

△93,865 

14,685,495 

4,197,450 

2,258,724 

△58,681 

332,808 

△81,108 

△364,927 

△35,184 

14,754,355 

4,081,540 

2,377,233 

△96,394 

流動資産合計 22,158,698 22,406,197 △247,498 22,178,510 

ⅡⅡⅡⅡ    固定資産固定資産固定資産固定資産        

有形固定資産     

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地 

その他 

有形固定資産合計 

無形固定資産 

6,539,103 

2,664,325 

6,321,721 

741,733 

16,266,883 

6,718,182 

2,470,144 

6,132,039 

565,441 

15,885,808 

△179,079 

194,181 

189,681 

176,292 

381,075 

6,428,544 

2,700,668 

6,132,721 

605,237 

15,867,171 

無形固定資産 

投資その他の資産 

投資有価証券 

その他 

貸倒引当金 

投資その他の資産合計 

固定資産合計 

186,565 

 

8,602,379 

4,553,548 

△1,050,956 

12,104,970 

28,558,420 

251,798 

 

6,415,430 

4,915,095 

△1,801,253 

9,529,272 

25,666,879 

△65,233 

 

2,186,948 

△361,547 

750,297 

2,575,698 

2,891,540 

206,071 

 

8,912,137 

4,722,399 

△1,597,868 

12,036,668 

28,109,911 

資 産 合 計 50,717,118 48,073,076 2,644,042 50,288,422 

（負債の部）（負債の部）（負債の部）（負債の部）        

ⅠⅠⅠⅠ    流動負債流動負債流動負債流動負債        

    支払手形及び買掛金 8,467,319 8,413,223 54,095 8,313,154 

短期借入金 

その他 

14,840,689 

4,114,772 

14,976,864 

4,233,594 

△136,175 

△118,822 

14,089,467 

3,866,732 

流動負債合計 27,422,781 27,623,682 △200,901 26,269,353 

ⅡⅡⅡⅡ    固定負債固定負債固定負債固定負債        

長期借入金 7,741,020 7,564,379 176,641 8,123,025 

退職給付引当金 

その他 

1,434,062 

1,760,080 

1,592,740 

837,077 

△158,678 

923,003 

1,430,162 

1,919,624 

固定負債合計 10,935,163 9,994,196 940,966 11,472,812 

負 債 合 計 38,357,944 37,617,879 740,064 37,742,165 

（少数株主持分）     

少数株主持分 ― 183,429 ― 206,101 

（資本の部）（資本の部）（資本の部）（資本の部）        

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

その他有価証券評価差額金 

自己株式 

資本合計 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

6,563,157 

2,174,453 

258,921 

1,279,364 

△4,131 

10,271,766 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

6,563,157 

2,174,453 

761,295 

2,846,889 

△5,641 

12,340,154 

負債、少数株主持分及び資本合計 ― 48,073,076 ― 50,288,422 

（純資産の部）（純資産の部）（純資産の部）（純資産の部）     

ⅠⅠⅠⅠ    株主資本株主資本株主資本株主資本     

資本金 6,563,157    

資本剰余金 2,174,453    

利益剰余金 766,356    

自己株式 △5,867    

株主資本合計 9,498,100    

ⅡⅡⅡⅡ    評価・換算差額等評価・換算差額等評価・換算差額等評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金 2,634,153    

繰延ヘッジ損益 15,624    

評価・換算差額等合計 2,649,778    

ⅢⅢⅢⅢ    少数株主持分少数株主持分少数株主持分少数株主持分 211,295    

純資産合計 12,359,174    

負債及び純資産合計 50,717,118    
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２．（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、千円未満を切捨てて表示しております。） 

当四半期 

（平成19年３月期 

 第１四半期） 

前年同四半期 

（平成18年３月期 

 第１四半期） 

増  減 
（参考） 

平成 18年３月期 科  目 

金  額 金  額 金  額 金  額 
ⅠⅠⅠⅠ    売上高売上高売上高売上高    20,901,530 20,521,904 379,626 82,439,114 

ⅡⅡⅡⅡ    売上原価売上原価売上原価売上原価    18,500,041 17,504,611 995,429 72,078,509 

売上総利益 2,401,489 3,017,293 △615,803 10,360,605 

ⅢⅢⅢⅢ    販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費    2,034,582 2,097,012 △62,429 8,439,662 

営業利益 366,907 920,280 △553,373 1,920,942 

ⅣⅣⅣⅣ    営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益    185,840 179,676 6,163 364,872 

ⅤⅤⅤⅤ    営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用    97,543 109,905 △12,362 514,852 

経常利益 455,204 990,052 △534,847 1,770,962 

ⅥⅥⅥⅥ    特別利益特別利益特別利益特別利益    3,673 1,396 2,277 405,702 

ⅦⅦⅦⅦ    特別損失特別損失特別損失特別損失    20,583 829,348 △808,765 1,187,218 

税金等調整前四半期（当期） 

純利益 
438,294 162,100 276,194 989,446 

法人税、住民税及び事業税 296,640 350,981 △54,340 573,947 

法人税等調整額 △86,303 3,799 △90,103 84,762 

少数株主利益 7,376 7,408 △31 28,451 

四半期(当期)純利益又は 

四半期純損失(△) 
220,581 △200,088 420,670 302,285 

 

３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

当四半期（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年６月 30日） 

（単位：千円、千円未満を切捨てて表示しております。） 

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 

前期末残高 6,563,157 2,174,453 761,295 △5,641 9,493,265 

当四半期変動額      

剰余金の配当   △215,520  △215,520 

四半期純利益   220,581  220,581 

自己株式の取得    △226 △226 

株主資本以外の項目の 

当四半期変動額 
     

当四半期変動額合計 ― ― 5,061 △226 4,835 

当四半期末残高 6,563,157 2,174,453 766,356 △5,867 9,498,100 

 

評価・換算差額等  
その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額等 

合計 

少数株主持分 純資産合計 

前期末残高 2,846,889 ― 2,846,889 206,101 12,546,256 

当四半期変動額      

剰余金の配当     △215,520 

四半期純利益     220,581 

自己株式の取得     △226 

株主資本以外の項目の 

当四半期変動額 
△212,735 15,624 △197,111 5,194 △191,917 

当四半期変動額合計 △212,735 15,624 △197,111 5,194 △187,081 

当四半期末残高 2,634,153 15,624 2,649,778 211,295 12,359,174 
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円、千円未満を切捨てて表示しております。） 

 

当四半期 

（平成 19年３月期 

 第１四半期） 

前年同四半期 

（平成 18年３月期 

 第１四半期） 

（参考） 

平成 18年３月期 

区  分 金  額 金  額 金  額 
ⅠⅠⅠⅠ    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       

税金等調整前四半期（当期）純利益    438,294 162,100 989,446 

減価償却費 338,897 292,729 1,345,717 

減損損失 ― 786,145 786,145 

売上債権の増減額 △294,702 15,859 △208,699 

たな卸資産の増減額 △27,456 △368,049 △242,139 

仕入債務の増減額 68,976 454,281 354,211 

その他 246,485 307,169 △128,431 

小  計 770,496 1,650,236 2,896,251 

法人税等の支払額 △354,800 △166,476 △381,786 

営業活動によるキャッシュ・フロー 415,695 1,483,760 2,514,465 

ⅡⅡⅡⅡ    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       

有形固定資産の取得による支出 △239,876 △155,551 △1,259,949 

新規連結子会社株式の取得による支出 △4,146 ― ― 

その他 △18,520 34,752 276,523 

投資活動によるキャッシュ・フロー △262,542 △120,799 △983,426 

ⅢⅢⅢⅢ    財務活動によるキ財務活動によるキ財務活動によるキ財務活動によるキャッシュ・フローャッシュ・フローャッシュ・フローャッシュ・フロー       

短期借入金の純増減額 957,444 △530,865 △1,323,196 

長期借入れによる収入 245,000 ― 3,862,912 

長期借入金の返済による支出 △899,935 △798,765 △4,198,098 

配当金の支払額 △215,520 △215,543 △215,543 

その他 △80,697 △97,715 △362,915 

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,290 △1,642,891 △2,236,842 

ⅣⅣⅣⅣ    現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額    159,443 △279,930 △705,803 

ⅤⅤⅤⅤ    現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高    779,633 1,485,436 1,485,436 

ⅥⅥⅥⅥ    現金及び現金同等物の四半期末現金及び現金同等物の四半期末現金及び現金同等物の四半期末現金及び現金同等物の四半期末    

（期末）残高（期末）残高（期末）残高（期末）残高    
939,076 1,205,506 779,633 

 

５．セグメント情報 

 

〔 事業の種類別セグメント情報 〕 

当四半期（平成 19年３月期第１四半期） 

（単位：千円、千円未満を切捨てて表示しております。） 

 飼料事業 畜産事業 
その他 

の事業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

売上高 15,100,368 5,261,054 2,141,560 22,502,983 △1,601,452 20,901,530 

営業費用 14,665,077 5,310,444 2,058,118 22,033,641 △1,499,017 20,534,623 

営業利益又は 

営業損失(△) 
435,290 △49,390 83,442 469,342 △102,435 366,907 

 

前年同四半期（平成 18年３月期第１四半期） 

（単位：千円、千円未満を切捨てて表示しております。） 

 飼料事業 畜産事業 
その他 

の事業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

売上高 14,470,103 5,639,325 2,019,566 22,128,995 △1,607,091 20,521,904 

営業費用 13,980,198 5,157,261 1,969,536 21,106,995 △1,505,372 19,601,623 

営業利益 489,905 482,064 50,029 1,021,999 △101,718 920,280 

 


