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平成 18 年 ６ 月期    決算短信（連結）             平成 18 年８月 18 日 

上 場 会 社 名          雪印種苗株式会社              上場取引所 東 札 
コ ー ド 番 号             ２０５７                                本社所在都道府県 北海道 
（ＵＲＬ  http://www.snowseed.co.jp/index.html） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 掛村博之 
問合せ先責任者 役職名 経理部長    氏名 下田雄一   ＴＥＬ (011)891－5911 
決算取締役会開催日   平成 18 年８月 18 日 
親会社等の名称     雪印乳業㈱（コード番号： 2262  ）親会社等における当社の議決権所有比率 50.56％ 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 18 年６月期の連結業績（平成 17年７月１日～平成 18年６月 30 日） 
(1)連結経営成績             （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年６月期 
17 年６月期 

42,796    1.4
42,207    4.3

830   △12.4
947   176.6

1,106   △15.4
1,309    82.0

 

 当期純利益 
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

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭  円 銭 ％ ％ ％

18 年６月期 
17 年６月期 

432  △37.0
687   1.1

17 92
27 20

―
―

1.9 
3.0 

3.0
3.5

2.6
3.1

(注) ①持分法投資損益       18 年６月期    220 百万円  17 年６月期      309 百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年６月期    24,166,050 株  17 年６月期     24,172,960 株   
     ③会計処理の方法の変更   無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(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

18 年６月期 
17 年６月期 

36,860 
37,038 

23,665
23,257

63.6 
62.8 

970 06
961 03

(注) 期末発行済株式数(連結)  18 年６月期    24,161,445 株  17 年６月期     24,169,114 株 
 
(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

18 年６月期 
17 年６月期 

1,422 
1,454 

△1,051
△2,741

△602 
△539 

3,455
3,687

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数    ２社 持分法適用非連結子会社数   ―社 持分法適用関連会社数  ２社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ―社 (除外)   ―社    持分法 (新規)   ―社 (除外)   ―社 
 
２．19 年６月期の連結業績予想（平成 18年７月１日～平成 19 年６月 30 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通    期 

21,400
43,300

150
910

90
520

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  21 円 52 銭 
  

※ 業績予想につきましては、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。 

なお、上記予想に関する事項は、連結添付資料の９ページをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

 

当社グループは、親会社（雪印乳業株式会社）、連結子会社２社、非連結子会社３社および関連会社

４社（持分法適用会社２社）で構成しております。 

飼料事業として飼料（養牛用配合飼料および単体飼料等）の製造・販売、種苗事業として種子・農業

用資材および微生物資材の製造・販売、肉牛事業として肉牛の生産販売、その他の事業として緑化造園

工事の設計・施工・維持管理を主な内容としております。さらに各事業に関連する研究およびその他の

サービス等の事業活動を展開しております。 

 

得                意                先 

 

                                       緑化造園工 

    肉牛                                    事等の施工 

                                     ・維持管理  

＜連結子会社＞ ＜非連結子会社＞ 

(有)ロイヤルファーム 

製商品 

緑化造園工事

の設計・施工・

維持管理 

 

(株)グリーンプランナー

 

     製商品                                       業務委託 

 

当                           社 

 

原料       外注加工         原料・商品                商品 

 

＜親会社＞  ＜連結子会社＞ ＜関連会社＞ ＜非連結子会社＞ 

雪印乳業(株)  道東飼料(株) (株)アミノアップ化学※ 雪印種苗アメリカ(株)

  ＜非連結子会社＞ 北海道農材工業(株)※  

  那須ＴＭＲ(株)   

  ＜関連会社＞   

  みちのく飼料(株)   

  石巻飼料(株)   

※は持分法適用会社であります。 
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２．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グル－プの基本理念は、健全な土地が健全な食料をもたらし、健全な食料が健全な人間を形

成する、とする創業者精神「健土健民」の理想と、創業以来の社是「農業奉公」の精神に基づいて

おります。この創業以来の理想と精神の下に、当社グル－プの経営資源をフルに活用し、自然界に

存在する生命の作用を利用して豊かな土壌と生態系の回復、安全な食物の提供、循環による資源の

有効利用など、「農業と環境」をテーマとする事業に積極的に取り組むとともに安定した業績をあ

げることを目指します。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、業績、経営環境、今後の事業環境などを総合的に勘案し、持続的に企業体質の強化を図

るとともに、株主の皆さまへの安定的な利益還元に努めることを利益配分の基本としております。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

投資単位の引下げは、個人投資家層の拡大と株式市場での流動性を高めるための有効な施策のひ

とつであると認識しております。したがいまして、今後の投資単位の引下げにつきましては、投資

単位の水準ならびに株式の分布状況等を考慮したうえで、株券不発行制度導入時期を目途に実施す

ることを検討したいと考えております。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社グループは、安定的な事業拡大を通じて企業価値を継続的に向上していくことを経営目標の

一つとしております。このため事業の収益力を示す営業利益、営業利益率、営業キャッシュ・フロー

を中長期的な経営指標とし、これらの継続的向上に努めてまいります。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、「当社の強みを 大限に発揮する体制」を確立し、「これからの１０年先に対応

できる基盤作り」、「営業力・競争力の強化」を達成するため、平成１６年度から平成 １８年度ま

での３ヵ年の中期経営計画を策定し、数値目標の達成に向け鋭意努力してまいりました。 

   中期経営計画の２年目である平成１７年度は、１２年ぶりに実施された「原料乳の減産型  計

画生産」により、主力の飼料事業が減益となり、また、牧草・飼料作物種子は、草地事業の減少な

ど需要が年々減少してきているのに加え、本年度は播種期における天候不順の影響もあり、減益を

余儀なくされました。 

一方、肉牛事業は、米国産牛肉の輸入停止もあり、枝肉相場が堅調に推移したことから大幅な増

益を確保することができました。 

この結果、連結全体では、中期目標に対し、売上高は目標比９５．１％、２２億円の減収となり

ましたが、営業利益段階では目標比１０７．９％、６０百万円の増益、経常利益段階では目標比９

３．８％、７４百万円の減益で終了いたしました。 

上記の通り、酪農乳業界においては、昨年末、乳製品の過剰在庫を解消するため、「原料  乳
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の減産型計画生産」が実施され、今後、乳牛用飼料が主力である当社の収益への影響は避けられな

いと見込んでおります。また、肉牛事業においては、堅調な枝肉相場に支えられ、好調を維持して

おりましたが、素牛相場の高騰により高コストの牛が積み上がってきており、今後の枝肉相場にも

よりますが、次年度以降は、一転、悪化するものと見込んでおります。 

このため、当社は、中期経営計画の３年目を迎えるに当り、抜本的見直しを含め検討しておりま

す。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

上記「中長期的な会社の戦略」に記載のとおり、今後、需要減退など事業環境の悪化が予想され

ます。 

当社グループは、このような環境にどう対応するか、早急な施策の見直しを行うとともに中期経

営計画を着実に実行する体制を確立し、「これからの１０年先に対応できる基盤作り」、「営業力・

競争力の強化」、そして利益を安定的に確保する体制を確立してまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

（平成１８年６月３０日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場されて

いる証券取引所等 

雪印乳業株式会社 親会社 50.56（0.05） 
株式会社東京証券取引所 市場第一部 

証券会員制法人札幌証券取引所 

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合であります。 

 

当社の親会社等である雪印乳業株式会社は、乳製品・油脂の製造・販売などを行う食品会社で、

その企業グループは幅広い領域で事業を行っております。当社は、親会社から飼料原料の一部を仕

入れておりますが、当社と親会社の企業グループとは事業領域が異なるため、親会社の企業グルー

プから当社の自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。 

当社の取締役１１名のうち、親会社の取締役を兼任しているのは１名であり、半数に至る状況に

はありません。また、親会社出身の取締役が２名および親会社からの出向者が１名おりますが、こ

れは親会社での経験を当社の事業展開に活かすためであり、当社独自の経営判断に影響を与えるも

のではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。 

親会社との取引金額等に関しましては、連結添付資料３７ページ記載の「関連当事者との取引」

に示すとおりです。 

 
 
 
 
 
 

（役員の兼務状況） 

役職 氏名 
親会社等またはそのグループ

企業での役職 
就任理由 

非常勤取締役 高野瀬忠明 
親会社雪印乳業(株) 

代表取締役社長 

当社経営の透明性向上と客観性

の確保などを通じ、コーポレー
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ト・ガバナンスの強化・充実を図

るため当社から就任を依頼 

非常勤監査役 平 松 直 典 

親会社の関連会社 

日本ポート産業(株) 

代表取締役専務 

社外の客観的な視点を取り入れ、

透明性の高い公正な経営監視体

制を確立することにより、コーポ

レート・ガバナンスを強化するた

め当社から就任を依頼 

非常勤監査役 多 田 義 昭 
親会社雪印乳業(株) 

監査役 
同上 

（注）当社の取締役１１名、監査役４名のうち、親会社またはそのグループ企業との兼任役員は当該３

名である。 

 

（８）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 



- 6 - 

３．経営成績および財政状態 

 

（１）経営成績 

① 業績全般の概況 

当期におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰などの不安材料がありましたが、好調な

企業収益を背景として民間設備投資が回復し、また、雇用環境の改善により個人消費も増加する

など、景気は回復基調で推移しました。 

飼料・畜産業界においては、昨年６月に鳥インフルエンザが再発し、さらに１２月には米国産

牛肉の禁輸措置が解除されましたが、年明け１月には再び輸入禁止になるなど、消費者の「食の

安全・安心」への関心が一層高まりました。また、食品衛生法の改正に基づく平成１８年５月か

らのポジティブリスト制度導入を見据え、所要の体制づくりが進められました。 

全国の配・混合飼料の生産量（平成１７年４月～平成１８年３月）は、２，４１０万トン、前

期比１００．８％の微増となりました。当社が専門とする養牛用飼料につきましては、乳牛用が

３２６万トン（前期比１００．２％）、肉牛用が４１１万トン（前期比１０１．７％）といずれ

も増加しました。 

こうした状況の中で当社グループは、平成１６年度からスタートした中期経営計画の第２年度

として、事業別のアクションプランに基づき、高品質で安全・安心な製品・商品および技術サー

ビスの提供と収益力の向上に努めてまいりました。 

 

この結果、当期の業績につきましては、売上高は、配合飼料・単体飼料の取扱い数量増加によ

る単体売上高の増収に連結子会社有限会社ロイヤルファームの増収などが加わり、前期比１０１．

４％の４２７億９６百万円となりました。経常利益は、肉牛事業の業績が好調でしたが、種苗事

業とその他の事業の業績が低調で、１１億６百万円（前期比８４．６％）となり、特別損失に減

損損失１億９８百万円を含む２億３１百万円を計上したため、当期純利益は４億３２百万円（前

期比６３．０％）と増収減益となりました。 

 

② セグメント別の概況 

（飼料事業） 

飼料事業は、昨年春に「みちのく飼料」（青森県）と「石巻飼料」（宮城県）をそれぞれ稼動さ

せ、東北地区の基盤整備のもと、新たなスタートとなりました。しかしながら、当社が主力とす

る乳牛用配合飼料においては、近年の生乳需要の減退から原料乳の計画生産が実施されるなど、

需要面において非常に厳しい環境となりました。 

こうしたなか、肉牛用配合飼料の販売拡大を目指すとともに養牛用飼料の専門メーカーとして

の優位性を発揮し、受委託製造を積極的に進めました。また、乾乳期における新商品「トランス

プロ１９」（北海道向け）、｢トランスプロＥ２５０｣（都府県向け）、発育増進を改善した人工乳

「ハイパスフード４０」（北海道向け）の開発などにより需要喚起に努めた結果、配・混合飼料

の販売数量は、６５万５千トン（前期比１００．４％）となりました。一方、単体飼料の販売数

量は、委託販売が増加したことから２０万２千トン（前期比１０６．９％）となりました。 

以上の結果、飼料事業の売上高は、３１４億３４百万円（前期比１０２．３％）となりました
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が、営業利益につきましては、配・混合飼料の平均販売価格が前年度より低下したことなどによ

り１２億５４百万円（前期比９９．３％）となりました。 

 

（種苗事業） 

牧草種子は、草地事業の減少と自力更新の停滞から売上は伸び悩み、飼料作物種子は、春先の

天候不順の影響などにより売上が減少しました。芝生・緑化植生種子は、依然として低迷が続い

ており、また、今年から販売を開始した注目のベントグラス新品種「ＣＹ－２」については、発

売初年度で種子生産量が限られたため、注文に応えきれませんでした。 

緑肥作物種子は、昨夏の北海道での小麦収穫の遅れから、後作緑肥のヘイオーツの販売量が減

少しました。さらに今春は、緑肥に対する補助金の減少や全国的な悪天候も重なり、販売が伸び

悩みました。 

野菜種子は、当社主力のえだまめの売上が増加しましたが、根菜類、葉菜類および果菜類は、

作付面積の減少と取り扱い品目を縮小したことなどにより、売上が減少しました。種子馬鈴薯は、

従来以上に品質を重視したことにより仕入数量が制約され、売上が減少しました。 

花卉種苗では、海外からの安価な商品による攻勢がありましたが、積極的な営業活動により前

年並みの売上を確保することができました。 

資材類につきましては、農薬類は売上が増加しましたが、畜産向け資材と緑化資材の売上は前

年並で、肥料の売上は減少しました。また、微生物資材は、生産コスト低減のために購入を控え

る傾向が強まり、畜産向けサイレージ用乳酸菌製剤、植物活力資材ともに売上が減少しました。 

この結果、種苗事業の売上高は７２億７８百万円（前期比９５．８％）、営業利益は４億８４

百万円（前期比７２．８％）となりました。 

 

（肉牛事業） 

食肉業界におきましては、米国産牛肉・加工品の輸入再開を見たものの、危険部位の混入によ

り、再度、輸入が停止され、国内の牛枝肉価格は引き続き堅調に推移しました。このような環境

の中、当社グループは、「安全・安心・安定供給」を基本に、銘柄「ロイヤルファーム牛」を「産

地直結」や「地産地消」の推進によって付加価値販売に努めました。 

この結果、肉牛事業の売上高は、枝肉相場が堅調であったことに加え、出荷頭数が増加したこ

とにより２６億９４百万円（前期比１１０．２％）、営業利益は、素牛価格の上昇はありました

が、２億２７百万円（前期比１３４．３％）となりました。 

 

（その他の事業） 

環境緑化事業は、依然として全国的に公共工事の減少が続いており、受注競争がますます厳し

さを増し、安値受注に巻き込まれる状況にあります。首都圏を中心とした大都市圏では、民間需

要が活発になりつつあるものの、公共工事の減少分を補うには至っておりません。 

このような状況下で、中期経営計画の事業戦略に基づき、提案型営業による民間工事・維持管

理業務の受注に注力し、さらに、主に首都圏を対象とするパークゴルフ場の造成・普及による新

たな事業の創出にも着手しました。 

この結果、その他事業の売上高は１３億８８百万円（前期比９７．１％）、営業損失は８８百
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万円（前期比６７百万円増）となりました。 

 

（研究開発の状況） 

研究開発の状況につきましては、飼料事業分野では、分娩前後の疾病予防と乳量アップをはか

る乾乳期用配合飼料において、「スノードライバランス」の嗜好性を改善したリニューアル製品

の作出とともに、あらたにカルシウム水準を低下させる飼養管理方法に対応した新製品「トラン

スプロ」を開発し、平成１８年より販売を開始いたしました。また、哺育・育成期用の人工乳で

は、発育増進と疾病減少効果を改善した新製品｢ハイパスフード４０」を開発し、平成１８年春

より北海道から先行販売をいたしました。 

種苗事業分野では、飼料用トウモロコシで都府県向けを主体とするスノーデント１１０、１１

５、１２５クラスの新品種を開発し、平成１８年春より販売を開始いたしました。野菜種子では、

食味の優れる中晩生のえだまめ新品種「雪音」を開発し、品種登録の申請を行いました。花卉種

苗では、組織培養系シクラメンとして発表した新品種「ピエーノ」が各地の鉢物品評会で好評価

を獲得し、今後の普及販売が期待されます。微生物関連資材では、サイレージ用酵素で大規模ユー

ザー向けに作業性を改善した新製剤「アクレモコンク」を開発し、平成１８年春より北海道から

先行販売を開始いたしました。 

また、農林水産省が実施する受託研究では、平成１７年度から新たに「飼料イネと粕類主体の

搾乳牛用発酵ＴＭＲ飼料調製技術の開発」に参画し、当社が持つ技術力の活用をはかっておりま

す。 

 

（２）財政状態 

① 当期の概況 

当期における連結キャッシュ・フローは、営業活動により１４億２２百万円の収入、投資活動

により１０億５１百万円の支出、財務活動により６億２百万円の支出となった結果、現金および

現金同等物の期末残高は３４億５５百万円（前年同期２億３１百万円減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは差引で１４億２２百万円の収入となりました。こ

れは、主に税金等調整前純利益が８億７５百万円、減価償却費１０億９７百万円、仕入債務の減

少額１億円、棚卸資産の増加額３億３３百万円などがあったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の投資活動によるキャッシュ・フローは差引で１０億５１百万円の支出となりました。こ

れは、主に有形固定資産の取得による支出７億７８百万円と金銭の信託の購入による支出３億円

などがあったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出３億５６百万円と配

当金の支払額２億４１百万円などにより、６億２百万円の支出となりました。 

 

② キャッシュ・フローに関する指標トレンド 
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 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期

株主資本比率（％） 60.9 62.8 63.5 

時価ベースの株主資本比率（％） 28.0 35.2 34.7 

債務償還年数（年）  2.6  3.3  3.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 35.6 24.0 27.2 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：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、中間（期末）株価終値×中間（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・フローは中間（期末）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、中間（期末）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すべての負債を対象としております。 

また、利払いについては、中間（期末）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。 

 

（３）次期の見通し 

今後の経済展望につきましては、設備投資や個人消費の拡大に支えられ、穏やかながら堅調に推

移することが見込まれております。しかし、原油や原材料価格の高止まり、金利引上げ懸念や為替

の不安定要因など、必ずしも楽観視できる状態ではないものと思われます。 

当社グループを取り巻く環境は、原料乳の「減産型生産計画の実施」による飼料需要の縮小、農

家戸数・作物作付面積等の減少および農産物輸入の増加基調の中、米国産牛肉の輸入再開の影響や

ＷＴＯ農業交渉における乳製品の自由化問題の行方によっては国内酪農・畜産業への大きな影響が

懸念され、ますます厳しさを増すことが予想されます。また、食品衛生法の改正により本年５月２

９日から施行されたポジティブ･リスト制度に伴い、配合飼料製品の製造・販売に当たっては従来

以上に品質管理体制の整備充実が必要となるなど、経営を取り巻く環境は一段と厳しくなることが

見込まれます。 

このような状況において通期の連結業績の見通しは、売上高４３３億円（前期比１０１．３％）、

経常利益９億１０百万円（前期比８２．３％）、当期純利益５億２０百万円（前期比１２０．４％）

を見込んでおります。 

なお、当社グループの業績には、牧草・飼料作物等の種子販売が春先に集中するため、下期のウ

エイトが大きくなるといった季節的な変動要素があります。 

 

（４）事業等のリスク 

当社および当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及

ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しています。当社は、これらのリスク発生の可能性

を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存です。なお、文中における将



- 10 - 

来に関する事項は、決算短信提出日（平成１８年８月１８日）現在において当社グループが判断し

たものです。 

 

① 原料価格の変動について 

当社グループの主たる事業である飼料事業においては、配合飼料の主要原料を主に北米大陸か

らの輸入に依存しております。これらの購入価格は、国際穀物相場、為替レート、海上運賃等の

市況により変動しますが、予想を越える大幅な変動が生じた場合、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

② 配合飼料価格の変動について 

配合飼料は原料価格の変動要因を抱えているため、この変動相当額を四半期ごとに製品価格に

反映させる慣行があります。しかし、市場競争が厳しい中では、原料価格の変動相当額を必ずし

も製品価格に転嫁しきれないことがあり、このような場合には当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

③ 配合飼料価格安定基金負担金について 

配合飼料の製品価格は変動することが多いため、酪農・畜産生産者の経営への影響を緩和する

目的で配合飼料価格安定基金制度を設けています。この制度は、酪農・畜産生産者と配合飼料メー

カーが基金負担金を拠出し、配合飼料価格が上昇した際に酪農・畜産生産者に補てん金が支給さ

れるものです。負担金は基金の財源状況により変動しますが、補てんが多額となり基金が枯渇す

る状態になれば、配合飼料メーカーによる基金への拠出金が増加し、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

④ 為替レートの変動について 

当社が販売する種子や飼料原料の多くは海外生産であるため、為替レートの変動は仕入れ価格

に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社としては、為替予約により変動リスクの回避に

大限の努力をしておりますが、急激な為替変動があった場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

⑤ 肉牛事業と米国産牛肉の輸入再開について 

当社グループの有限会社ロイヤルファームが行っている肉牛事業は、輸入牛肉と競合するホル

スタイン去勢牛を主力とするため、輸入再開による影響が予想されます。米国産牛肉の輸入再開

により、枝肉相場が大幅に低下した場合は、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性が

あります。また、枝肉相場の下落による畜産農家等の経営悪化などにより、債権回収や債務保証

に関する問題が発生する可能性があります。 

 

⑥ 原料乳の減産型計画生産について 

平成１８年度から牛乳需給の調整を図るために、国内原料乳の減産を行なうこととなりました。

これにより当社の主力製品である、乳牛用配合飼料などの飼料需要の減少や、酪農生産者の経営
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悪化などにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 法的規制について 

ＢＳＥや輸入農産物の残留農薬問題から、「食の安全・安心」に関する社会の関心が高まり、

今年の５月２９日から食品の安全性を確保するために「ポジィティブリスト制度」が施行されま

した。また、当社の事業グループにおいては飼料安全法、種苗法、農薬取締法、家畜伝染病予防

法などの法規制を受けております。安全・安心への万全の配慮をし、事業に取り組んでおります

が、これらへの対応をしていく中で、追加的生産コストの発生が予想されるほか、万が一、法令

違反などを起こした場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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１ 【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

 

  
前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 
前年対比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  2,484,554 2,352,807  △131,747

２ 受取手形及び売掛金  8,820,487 8,660,904  △159,582

３ 有価証券  1,202,481 1,102,708  △99,772

４ 棚卸資産  4,959,837 5,293,109  333,271

５ 繰延税金資産  212,870 139,993  △72,876

６ 未収入金  87,905 89,352  1,447

７ 金銭の信託  1,200,852 1,501,069  300,216

８ その他  184,629 163,824  △20,804

９ 貸倒引当金  △26,504 △37,968  △11,464

流動資産合計  19,127,115 51.6 19,265,802 52.3 138,687

Ⅱ 固定資産    

（1）有形固定資産    

１ 建物 ※３ 8,714,244 8,822,665   

減価償却累計額  4,411,294 4,302,950 4,662,031 4,160,634  △142,316

２ 構築物 ※３ 1,579,009 1,591,049   

減価償却累計額  1,003,660 575,348 1,057,449 533,600  △41,748

３ 機械及び装置 ※３ 9,805,703 10,140,604   

減価償却累計額  5,841,995 3,963,707 6,426,977 3,713,627  △250,080

４ 車輌運搬具  19,045 20,095   

減価償却累計額  17,786 1,259 18,406 1,689  430

５ 工具器具備品  2,097,586 2,138,978   

減価償却累計額  1,588,468 509,118 1,640,457 498,520  △10,598

６ 土地  3,863,262 3,686,974  △176,287

７ 建設仮勘定  ― 28,896  28,896

有形固定資産合計  13,215,648 35.7 12,623,942 34.2 △591,705

（2）無形固定資産    

１ 借地権  17,098 17,098  ―

２ ソフトウェア  69,705 50,110  △19,594

３ 電話加入権  16,579 16,579  ―

４ 施設利用権  5,757 5,407  △350

無形固定資産合計  109,141 0.3 89,195 0.2 △19,945

（3）投資その他の資産    

１ 投資有価証券  1,203,397 1,236,393  32,996

２ 関係会社株式  2,479,706 2,675,852  196,146

３ 出資金  15,522 15,662  140

４ 長期貸付金  495,325 472,193  △23,132
５ 破産債権、更生債

権、その他これらに
準ずる債権 

 136,141 132,919  △3,221

６ 長期前払費用  4,424 429  △3,995

７ 繰延税金資産  342,004 443,725  101,720

８ 敷金及び保証金  24,552 25,089  537

９ その他  46,477 36,477  △10,000
10 貸倒引当金  △160,763 △157,646  3,116

投資その他の資産合計  4,586,787 12.4 4,881,095 13.3 294,307

固定資産合計  17,911,577 48.4 17,594,233 47.7 △317,343

資産合計  37,038,692 100.0 36,860,036 100.0 △178,655
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前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 
前年対比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  4,439,077 4,338,112  △100,965

２ 短期借入金 ※３ 1,571,400 1,571,400  ―

３ 未払金  1,524,352 1,336,131  △188,220

４ 未払消費税等  112,358 32,901  △79,456

５ 未払法人税等  182,802 358,106  175,304

６ 賞与引当金  208,038 172,798  △35,240

７ 工場閉鎖損失引当金  37,000 ―  △37,000

８ 未払費用  66,079 47,333  △18,745

９ 前受金  25,392 53,229  27,836

10 預り金  91,836 105,672  13,836

11 固定資産取得支払手形  63,181 117,373  54,192

12 その他  4,761 ―  △4,761

流動負債合計  8,326,281 22.5 8,133,060 22.1 △193,221

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※３ 3,177,200 2,820,800  △356,400

２ 退職給付引当金  2,022,618 2,098,588  75,970

３ 役員退職給与引当金  118,852 134,490  15,637

４ その他  8,001 7,901  △100

固定負債合計  5,326,671 14.4 5,061,779 13.7 △264,892

負債合計  13,652,953 36.9 13,194,840 35.8 △458,113

（少数株主持分）    

少数株主持分  128,563 0.3 ―  △128,563

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※１ 4,643,347 ―  △4,643,347

Ⅱ 資本剰余金  4,714,263 ―  △4,714,263

Ⅲ 利益剰余金  13,893,267 ―  △13,893,267

Ⅳ その他有価証券評価差額金  18,157 ―  △18,157

Ⅴ 自己株式 ※２ △11,860 ―  11,860

資本合計  23,257,175 62.8 ―  △23,257,175

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 37,038,692 100.0 ―  △37,038,692
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前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 
前年対比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金 ※１ ― 4,643,347  4,643,347

２ 資本剰余金  ― 4,714,263  4,714,263

３ 利益剰余金  ― 14,054,546  14,054,546

４ 自己株式 ※２ ― △16,259  △16,259

株主資本合計  ― 23,395,896  23,395,896

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  ― 38,202  38,202

２ 繰延ヘッジ損益  ― 4,037  4,037

評価・換算差額等合計  ― 42,239  42,239

Ⅲ 少数株主持分  ― 227,060  227,060

純資産合計  23,665,196 64.2 23,665,196

負債純資産合計  36,860,036 100.0 36,860,036
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②【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％)

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高  42,207,894 100.0  42,796,297 100.0 588,403

Ⅱ 売上原価  31,396,274 74.4  32,153,534 75.1 757,260

売上総利益  10,811,619 25.6  10,642,762 24.9 △168,857

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売費 ※１ 7,961,363 7,863,331  

２ 一般管理費 
※１ 
※４ 

1,902,416 9,863,780 23.4 1,948,801 9,812,132 22.9 △51,647

営業利益  947,839 2.2  830,629 2.0 △117,209

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息及び配当金  13,565 28,920  

２ 持分法による投資利益  309,164 220,760  

３ 肉牛事業補填金  61,197 ―  

４ 為替差益  147 768  

５ その他  94,355 478,430 1.1 107,638 358,087 0.8 △120,342

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  60,030 53,150  

２ 棚卸資産廃棄損  47,923 28,274  

３ その他  9,310 117,265 0.2 475 81,900 0.2 △35,364

経常利益  1,309,004 3.1  1,106,816 2.6 △202,187

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ ― 85  

２ 貸倒引当金戻入額  14,514 14,514 0.0 ― 85 0.0 △14,428

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却除却損 ※３ 314,318 16,917  

２ 工場閉鎖損失引当金繰入額  37,000 ―  

３ ゴルフ会員権除却損  500 ―  

４ 農薬処理種子廃棄損  ― 15,772  

５ 減損損失 ※５ ― 351,818 0.8 198,479 231,169 0.6 △120,648

税金等調整前当期純利益  971,701 2.3  875,732 2.0 △95,968

法人税、住民税及び事業税  235,385 388,420  

法人税等調整額  44,182 279,568 0.7 △45,168 343,252 0.8 63,683

少数株主利益  4,659 0.0  99,492 0.2 94,832

当期純利益  687,472 1.6  432,988 1.0 △254,484
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③【連結剰余金計算書】 

 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  4,714,263

  

Ⅱ 資本剰余金増加高  ―

  

Ⅲ 資本剰余金減少高  ―

  

Ⅳ 資本剰余金期末残高  4,714,263

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  13,477,574

  

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益  687,472 687,472

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金  241,780

２ 役員賞与  30,000 271,780

Ⅳ 利益剰余金期末残高  13,893,267
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④【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６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 

平成17年６月30日残高 4,643,347 4,714,263 13,893,267 △11,860 23,239,017

連結会計年度中の変動額  

剰 余 金 の 配 当 △241,709  △241,709

役 員 賞 与 の 支 給 △30,000  △30,000

当 期 純 利 益 432,988  432,988

自 己 株 式 の 取 得 △4,399 △4,399

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額 ） 

 ―

連結会計年度中の変動額
合 計 ― ― 161,278 △4,399 156,879

平成18年６月30日残高 4,643,347 4,714,263 14,054,546 △16,259 23,395,896

 

 

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

平成17年６月30日残高 18,157 ― 18,157 128,563 23,385,738

連結会計年度中の変動額  

剰 余 金 の 配 当  △241,709

役 員 賞 与 の 支 給  △30,000

当 期 純 利 益  432,988

自 己 株 式 の 取 得  △4,399

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動
額（純額 ） 

20,044 4,037 24,082 98,496 122,578

連結会計年度中の変動額
合 計 20,044 4,037 24,082 98,496 279,458

平成18年６月30日残高 38,202 4,037 42,239 227,060 23,665,196
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⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日）
対前年比

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 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  971,701 875,732 △95,968
減価償却費  1,141,969 1,097,350 △44,619
貸倒引当金の増加額（△減少額）  △32,454 8,347 40,801
賞与引当金の減少額  △25,290 △35,240 △9,950
退職給付引当金の増加額  78,648 75,970 △2,678
役員退職給与引当金の増加額（△減少額）  △155,244 15,637 170,881
受取利息及び受取配当金  △13,565 △28,920 △15,354
支払利息  60,030 53,150 △6,880
持分法による投資利益  △309,164 △220,760 88,403
固定資産売却益  ― 85 85
固定資産除却売却損  310,653 15,717 △294,936
ゴルフ会員権除却損  500 ― △500
売上債権の減少額  28,629 158,849 130,220
棚卸資産の増加額  △131,081 △333,271 △202,189
仕入債務の増加額（△減少額）  127,219 △100,965 △228,184
未払消費税等の減少額  △3,466 △79,456 △75,990
役員賞与の支払額  △30,000 △30,000 ―
従業員預り金払戻額  △283,885 ― 283,885
工場閉鎖損失引当金  37,000 △37,000 △74,000
その他  125,777 189,143 63,366

小計  1,897,977 1,624,368 △273,608
利息及び配当金の受取額  12,159 27,638 15,479
利息の支払額  △60,527 △52,240 8,287
法人税等の支払額  △394,988 △177,305 217,683
営業活動によるキャッシュ・フロー  1,454,620 1,422,462 △32,158

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入  30,000 10,000 △20,000
有価証券の償還による収入  100,000 ― △100,000

貸付による支出  △384,940 △30,000 354,940

貸付金回収による収入  19,977 53,865 33,887

有形固定資産の取得による支出  △750,883 △778,666 △27,783

無形固定資産の取得による支出  △ 37,508 △6,672 30,836

投資有価証券の取得による支出  △ 1,100,347 ― 1,100,347

関係会社株式取得による支出  △17,500 ― 17,500

金銭の信託の購入による支出  △600,000 △300,000 300,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,741,201 △1,051,473 1,689,728
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出  △294,000 △356,400 △62,400
自己株式の取得による支出  △3,503 △4,399 △896
配当金の支払額  △241,780 △241,709 71
財務活動によるキャッシュ・フロー  △539,283 △602,509 △63,225

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ―
Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △1,825,865 △231,520 1,594,345
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,512,901 3,687,036 △1,825,865
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,687,036 3,455,516 △231,520
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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16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称 

    道東飼料㈱ 

    ㈲ロイヤルファーム 

（1）連結子会社の数   ２社 

  連結子会社の名称 

    道東飼料㈱ 

    ㈲ロイヤルファーム 

 （2）主要な非連結子会社 

    那須ＴＭＲ㈱ 

    雪印種苗アメリカ㈱ 

    ㈱グリーンプランナー 

  連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社３社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総資

産、売上高、当期純利益および

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。 

   なお、非連結子会社那須ティー

エムアール㈱は、平成16年９月

に那須ＴＭＲ㈱に称号変更して

おります。 

（2）主要な非連結子会社 

    那須ＴＭＲ㈱ 

    雪印種苗アメリカ㈱ 

    ㈱グリーンプランナー 

  連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社３社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総資

産、売上高、当期純利益および

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 持分法の適用に関する事

項 

（1）持分法適用の関連会社２社 

  ㈱アミノアップ化学（決算日５月

31日） 

  北海道農材工業㈱（決算日３月31

日） 

  上記２社については、決算日が異

なるため、当該会社の決算日現在

の決算財務諸表を使用しておりま

す。 

（1）持分法適用の関連会社２社 

  ㈱アミノアップ化学（決算日５月

31日） 

  北海道農材工業㈱（決算日３月31

日） 

  上記２社については、決算日が異

なるため、当該会社の決算日現在

の決算財務諸表を使用しておりま

す。 

 （2）持分法を適用していない非連結子

会社（那須TMR㈱、雪印種苗アメリ

カ㈱、㈱グリーンプランナー）お

よび関連会社（みちのく飼料㈱）

は、それぞれ、連結損益および利

益剰余金等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、持分法の適用から除外

しております。 

（2）持分法を適用していない非連結子

会社（那須TMR㈱、雪印種苗アメリ

カ㈱、㈱グリーンプランナー）お

よび関連会社（みちのく飼料㈱、

石巻飼料㈱）は、それぞれ、連結

損益および利益剰余金等に及ぼす

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

適用から除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

  連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。 

同左 

 

４ 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 

 

 

①有価証券 

  ａ満期保有目的の債券 

     ……償却原価法 

 

 

①有価証券 

  ａ満期保有目的の債券 

     ……同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

   ｂその他有価証券 

   時価のあるもの 

    ……決算日の市場価格等に基

づく時価法 

      （評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定しております。） 

   時価のないもの 

    ……移動平均法による原価法

  ｂその他有価証券 

   時価のあるもの 

    ……同左 

     

 

       

 

 

   時価のないもの 

    ……同左 

 ②棚卸資産 

  ａ商品および製品 

   種苗および微生物資材 

    ……上期、下期毎の総平均法

による原価法 

   飼料 

    ……月別移動平均法による原

価法 

  ｂ原材料・仕掛品および貯蔵品 

   種苗および微生物資材 

    ……上期、下期毎の総平均法

による原価法 

   飼料 

    ……月別移動平均法による原

価法 

   造園資材、研究用動物、肉用牛

    ……個別法による原価法 

  ｃ未成工事支出金 

    ……個別法による原価法 

②棚卸資産 

  ａ商品および製品 

   種苗および微生物資材 

    ……同左 

 

   飼料 

    ……同左 

 

  ｂ原材料・仕掛品および貯蔵品 

   種苗および微生物資材 

    ……同左 

 

   飼料 

    ……同左 

 

   造園資材、研究用動物、肉用牛

    ……同左 

  ｃ未成工事支出金 

    ……同左 

（2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

①有形固定資産 

    ……定率法 

      ただし、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）

については定額法によっ

ております。 

      また、道東飼料㈱の機械

及び装置については定額

法によっております。 

      なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

      建物     ２～47年

      機械及び装置 ２～17年

①有形固定資産 

    ……同左 

       

 ②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

によっております。 

②無形固定資産 

    ……同左 

 

 

 

 



- 21 - 

 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

（3）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失に

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。 

①貸倒引当金 

同左 

 

 ②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支

出に備えて、支給見込額のうち当

期負担額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

 ③工場閉鎖損失引当金 

工場の閉鎖に伴う損失に備えるた

め、閉鎖損失見込額を計上してお

ります。なお、当連結会計期間末

につきましては、北上工場解体費

用の見積額を計上しております。

 

 

 ④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

付債務および年金資産の見込額に

基づき、当連結会計期間末におい

て発生していると認められる額を

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した連結会

計年度より費用処理することとし

ております。 

③退職給付引当金 

同左 

 ⑤役員退職給与引当金 

役員の退職金の支出に備えるた

め、内規に基づく額を計上してお

ります。 

④役員退職給与引当金 

同左 

（4）重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・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。

同左 

（5）重要なヘッジ会計の方法 

 

①ヘッジ会計の方法 

  為替予約 

    ……振当処理によっておりま

す。なお、外貨建予定取

引については繰延処理を

行っております。 

②ヘッジの手段とヘッジ対象 

  ヘッジの手段 

    ……為替予約取引 

  ヘッジ対象 

    ……外貨建金銭債権債務 

①ヘッジ会計の方法 

  為替予約 

    ……同左 

 

 

 

②ヘッジの手段とヘッジ対象 

  ヘッジの手段 

    ……同左 

  ヘッジ対象 

    ……同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

 ③ヘッジ方針 

主として社内規程に基づき、原料

輸入に係る為替変動リスクをヘッ

ジしております。 

④ヘッジ有効性の評価の方法 

為替予約取引とへッジ対象との通

貨単位、取引金額および決済期日

との同一性について、社内管理資

料に基づき有効性評価を行ってお

ります。 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性の評価の方法 

同左 

（6）消費税等に関する事項 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。 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価方

法は、全面時価法によっております。

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定は、発生日以後５年以内

の期間で均等償却することとしており

ます。 

同左 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結会社および持分法適用会社の利益

処分については、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成してお

ります。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手

許現金、随時引き出し可能な預金およ

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か月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 
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会計方針の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））お

よび｢固定資産の減損に係る会計基準の適用指針｣(企

業会計基準委員会 平成15年10月31日企業会計基準

適用指針第６号)を適用しております。これにより税

金等調整前当期純利益は198,479千円減少しておりま

す。 

なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額

から直接控除しております。 

 

(役員賞与に関する会計基準) 

当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企

業会計委員会 経成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

この会計基準の適用に伴う損益への影響はありませ

ん。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。なお、従来の「資

本の部」の合計に相当する金額は23,434,098千円であ

ります。 

また、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度の連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

（連結貸借対照表） 

「金銭の信託」は前連結会計年度までは流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、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「金

銭の信託」は600,612千円であります。 

 

 

 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

※１ 当社の発行済株式は、普通株式24,200,000株であり

ます。 

※１ 当社の発行済株式は、普通株式24,200,000株であり

ます。 

※２ 当社および持分法を適用した関連会社が保有する

自己株式の数は、普通株式30,886株であります。

※３ 担保に供されている資産 

（1）担保提供資産 

建物             857,531千円 

構築物            243,234千円 

機械及び装置        2,428,544千円 

計           3,529,309千円 

上記につき工場財団抵当を設定しております。 

（2）担保資産に対応する債務 

一年以内返済予定長期借入金  300,400千円 

長期借入金         2,789,200千円 

計           3,089,600千円 

※２ 当社および持分法を適用した関連会社が保有する

自己株式の数は、普通株式38,555株であります。 

※３ 担保に供されている資産 

（1）担保提供資産 

建物             831,348千円 

構築物            229,241千円 

機械及び装置        2,173,804千円 

計            3,234,394千円 

上記につき工場財団抵当を設定しております。

（2）担保資産に対応する債務 

一年以内返済予定長期借入金  300,400千円 

長期借入金         2,488,800千円 

計           2,789,200千円 
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（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は

下記のとおりであります。 

（1）販売費 

給料手当 1,743,431千円

(うち従業員賞与 427,305千円)

(うち賞与引当金繰入額 120,674千円)

退職給付費用 117,765千円

運送費 2,323,963千円

広告宣伝費 181,117千円

販売手数料 1,396,412千円

配合飼料価格安定基金負担金 307,071千円

減価償却費 267,668千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は

下記のとおりであります。 

（1）販売費 

給料手当 1,829,159千円

(うち従業員賞与 444,186千円)

(うち賞与引当金繰入額 103,047千円)

退職給付費用 127,934千円

運送費 2,246,314千円

広告宣伝費 175,249千円

販売手数料 1,385,643千円

配合飼料価格安定基金負担金 195,375千円

減価償却費 263,034千円 
（2）一般管理費 

役員報酬 159,840千円

給料手当 842,507千円

(うち従業員賞与 205,519千円)

(うち賞与引当金繰入額 56,797千円)

役員退職給与引当金繰入額 39,296千円

退職給付費用 52,673千円

減価償却費 140,318千円 

（2）一般管理費 

役員報酬 157,700千円

給料手当 876,771千円

(うち従業員賞与 203,357千円)

(うち賞与引当金繰入額 45,220千円)

役員退職給与引当金繰入額 47,286千円

退職給付費用 54,493千円

減価償却費 133,849千円 
※２  ※２ 固定資産売却益の内訳は、下記のとおりでありま

す。 

  工具器具備品 85千円
 

※３ 固定資産売却除却損の内訳は、下記のとおりであり

ます。 

除却損 

 建物 76,963千円

 構築物 77,280千円

 機械及び装置 149,446千円

 工具器具備品 9,437千円

ソフトウェア  1,190千円

計 314,318千円

                         

※３ 固定資産売却除却損の内訳は、下記のとおりであり

ます。 

売却損 

 土地 1,434千円

除却損 

 構築物 708千円

 機械及び装置 8,372千円

 工具器具備品 5,201千円

ソフトウェア 1,200千円

合計 16,917千円
 

※４ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる 
 研究開発費 

713,555千円
 

※４ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる 
 研究開発費 

754,849千円
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前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

※５ ※５ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産に

ついて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 

北海道 
北広島市 遊休資産 土地 

当社グループは、事業用資産においてはセグメントごと

の地域別区分を基準に、遊休資産においては個々の物件

ごとに、グルーピングを行っております。 

地価が著しく下落したため、上記の遊休資産について帳

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(198,479千円）として特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価格を

使用し、不動産鑑定評価基準に基づいた合理的に

算定された価額にて評価しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(単位：株) 

 前連結会計年度末

株式数 

当連結会計年度

増加株式数 

当連結会計年度

減少株式数 

当連結会計年度末

株式数 

発行済株式     

普通株式 24,200,000 ― ― 24,200,000

合計 24,200,000 ― ― 24,200,000

自己株式   

普通株式 30,886 7,669 ― 38,555

合計 30,886 7,669 ― 38,555

（注）自己株式の増加株式数は単元未満株式の買取による取得です。 

2. 新株予約権及び事故新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

3. 配当に関する事項 

(1)配当金支払 

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 

平成17年 9月 27日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 241,709 10.00 平成 17 年 6月 30 日 平成 17 年 9月 28 日 

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議予定 株式の種類 配当の原資
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 

平成18年 9月 27日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 利益剰余金 241,632 10.00 平成 18年 6月 30日 平成18年 9月 28日

 

 

（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16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

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17年６月30日現在）

現金及び預金勘定 2,484,554千円

有価証券勘定 1,202,481千円

計 3,687,036千円

ＭＭＦを除く有価証券 ― 千円

現金及び現金同等物 3,687,036千円
 

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18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 2,352,807千円

有価証券勘定 1,102,708千円

計 3,455,516千円

ＭＭＦを除く有価証券 ― 千円

現金及び現金同等物 3,455,516千円
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（リース取引関係） 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具器具備品 338,696 148,876 189,820

機械及び装置 ― ― ―

ソフトウェア 229,582 78,389 151,193

合計 568,279 227,265 341,013

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具器具備品 295,811 159,867 135,944

機械及び装置 52,506 34,232 18,274

ソフトウェア 168,335 82,521 85,814

合計 516,653 276,621 240,032

 
２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 109,230千円 

１年超 238,564千円 

合計 347,794千円 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 100,277千円 

１年超 146,763千円 

合計 247,042千円 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 111,926千円 

減価償却費相当額 106,063千円 

支払利息相当額 7,872千円 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 115,790千円 

減価償却費相当額 109,406千円 

支払利息相当額 6,650千円 
 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

１ 満期保有目的の債権で時価のあるもの 
 

区分 
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

（千円） 

連結決算日 
における時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 599,840 601,204 1,364

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの 500,000 497,230 △2,770

合計 1,099,840 1,098,434 △1,405

 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
（千円） 

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

 株式 17,216 47,740 30,524

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

 その他 566 507 △58

合計 17,782 48,248 30,465

  

３ 時価のない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額（平成17年６月30日） 
 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 55,309 

 ＭＭＦ 1,202,481 

 

４ その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年６

月30日） 
 

区分 １年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

①債券  

国債・地方債 ― 399,840 ― ―

社債 ― 200,000 ― 500,000

②その他 507 ― ― ―

合計 507 599,840 ― 500,000
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当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１ 満期保有目的の債権で時価のあるもの 
 

区分 
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

（千円） 

連結決算日 
における時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの 1,099,880 1,032,474 △67,405

合計 1,099,880 1,032,474 △67,405

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
（千円） 

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

 株式 17,216 81,314 64,098

合計 17,216 81,314 64,098

 

３ 時価のない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額（平成18年６月30日） 
 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 55,199 

 ＭＭＦ 1,102,708 

 

４ その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年６

月30日） 
 

区分 １年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

①債券  

国債・地方債 ― 399,880 ― ―

社債 ― 200,000 ― 500,000

②その他 ― ― ― ―

合計 ― 599,880 ― 500,000
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（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

取引の内容 

（為替予約取引） 

当社グループは、為替予約取引を利用しております。 

取引の内容 

（為替予約取引） 

同左 

  

取引に対する取組方針と利用目的 

（為替予約取引） 

当社グループは、飼料原料購入に係る外貨建債務を為替

予約しており、外貨建債務に係る為替相場の変動リスク

を回避する目的で行っております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行って

おります。 

（1）ヘッジ会計の方法 

為替予約……振当処理によっております。なお、外

貨建予定取引については繰延処理を

行っております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約取引 

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務 

（3）ヘッジ方針 

主として当社内部規程に基づき、原料輸入に係る為

替変動リスクをヘッジしております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引とヘッジ対象取引との通貨単位、取引

金額および決済期日等の同一性について、社内管理

資料に基づき有効性評価を行っております。 

取引に対する取組方針と利用目的 

（為替予約取引） 

同左 

 

 

 

 

（1）ヘッジ会計の方法 

為替予約……同左 

 

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

（3）ヘッジ方針 

同左 

 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

取引に係るリスクの内容 

（為替予約取引） 

当社グループが利用している為替予約取引は、為替相場

の変動に係るリスクを有しております。 

取引に係るリスクの内容 

（為替予約取引） 

同左 

  

取引に係るリスク管理体制 

（為替予約取引） 

為替予約取引は、仕入部門が管理実行し、取引結果およ

び損益状況は経理部門に都度報告し、社内管理規程はと

くに設けておりません。 

取引に係るリスク管理体制 

（為替予約取引） 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 
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（退職給付関係） 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

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適格退職

年金制度および退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う

場合があります。 

なお、一部連結子会社は中小企業退職金共済制度等

に加入しております。 

  

１ 採用している退職給付制度の概要 
同左 

２ 退職給付債務に関する事項 
①退職給付債務 △2,693,057千円

②年金資産 429,716千円

③会計基準変更時差異の 
 未処理額 

  ― 千円

④未認識数理計算上の差異 240,722千円

⑤未認識過去勤務債務 
 （債務の減額） 

― 千円

⑥前払年金費用 ― 千円

⑦退職給付引当金 △2,022,618千円

  

２ 退職給付債務に関する事項 
①退職給付債務 △2,757,385千円

②年金資産 503,019千円

③会計基準変更時差異の 
 未処理額 

― 千円

④未認識数理計算上の差異 155,776千円

⑤未認識過去勤務債務 
 （債務の減額） 

― 千円

⑥前払年金費用 ― 千円

⑦退職給付引当金 △2,098,588千円

  

３ 退職給付費用に関する事項 
①勤務費用 116,747千円

②利息費用 51,294千円

③期待運用収益 △7,544千円

④会計基準変更時差異の 
 費用処理額 

― 千円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 38,680千円

⑥過去勤務債務の費用処理額 ― 千円

⑦退職給付費用 199,177千円

  

３ 退職給付費用に関する事項 
①勤務費用 129,186千円

②利息費用 53,861千円

③期待運用収益 △8,594千円

④会計基準変更時差異の 
 費用処理額 

― 千円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 33,540千円

⑥過去勤務債務の費用処理額 ― 千円

⑦退職給付費用 207,993千円

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
①退職給付見込額の期間配分方法 

  期間定額基準 

②割引率 2.0％ 

③期待運用収益率 2.0％ 

④数理計算上の差異の処理年数 10年 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
①退職給付見込額の期間配分方法 

  期間定額基準 

②割引率 2.0％ 

③期待運用収益率 2.0％ 

④数理計算上の差異の処理年数 10年 
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（税効果会計関係） 
 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産（流動） 
賞与引当金損金算入限度 
超過額 83,178千円

未払事業税否認 12,727千円

北上工場建物有姿除却 30,871千円

工場閉鎖損失引当金 14,948千円

その他 71,145千円

繰延税金資産（流動）合計 212,870千円
 

繰延税金資産（固定） 
退職給付引当金損金 
算入限度超過額 782,525千円

役員退職給与引当金損金 
不算入額 

48,016千円

貸倒引当金損金算入限度 
超過額 

63,511千円

その他 91,861千円

繰延税金資産（固定）合計 985,915千円

繰延税金負債（固定） 

資産圧縮積立金 △631,602千円

その他 △12,308千円

繰延税金負債（固定）合計 △643,910千円

繰延税金資産（固定）の純額 342,004千円 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産（流動） 
賞与引当金損金算入限度 
超過額 68,081千円

未払事業税否認 26,594千円

その他 48,055千円

繰延税金資産（流動）合計 142,730千円

繰延税金負債（流動） 

繰延ヘッジ損益 2,736千円

繰延税金負債（流動）合計 2,736千円

繰延税金資産（流動）純額 139,993千円
 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金損金 
算入限度超過額 847,829千円

役員退職給与引当金損金 
不算入額 

54,333千円

貸倒引当金損金算入限度 
超過額 

61,936千円

その他 94,298千円

繰延税金資産（固定）合計 1,058,399千円

繰延税金負債（固定） 

資産圧縮積立金 △588,778千円

その他 △25,895千円

繰延税金負債（固定）合計 △614,674千円

繰延税金資産（固定）の純額 443,725千円   
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 3.1 

試験研究費の総額に係る法人税額の
特別控除 

△3.5 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 △1.1 

住民税均等割額 2.8 

関連会社の持分損益 △12.9 

連結子会社欠損金等税効果未認識額 △0.5 
税率変更による期末繰延税金資産の
減額修正 △0.4 

その他 0.9 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 28.8％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 3.2 

試験研究費の総額に係る法人税額の
特別控除 

△4.6 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 △1.2 

住民税均等割額 3.2 

関連会社の持分損益 △10.2 

将来減算一時差異のうち繰延税金資

産算定対象から除いたもの 
9.2 

過年度分法人税等 1.9 

その他 △2.7 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 39.2％
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

 

 飼料事業 
（千円） 

種苗事業
（千円）

肉牛事業
（千円）

その他事業
（千円）

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

（1）外部顧客に対する売
上高 30,734,068 7,597,411 2,445,882 1,430,532 42,207,894 ― 42,207,894

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 855,643 994 ― ― 856,637 (856,637) ―

計 31,589,711 7,598,405 2,445,882 1,430,532 43,064,532 (856,637) 42,207,894

営業費用 30,327,042 6,932,165 2,276,796 1,451,378 40,987,382 272,671 41,260,054

営業利益又は営業損失
（△） 1,262,669 666,239 169,086 △20,846 2,077,149 (1,129,309) 947,839

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出   

資産 19,154,558 6,794,626 1,748,823 749,313 28,447,321 8,591,371 37,038,692

減価償却費 916,461 153,274 119 6,496 1,076,351 65,618 1,141,969

資本的支出 545,642 50,452 ― 2,903 598,999 35,635 634,635

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品・商品等 

（1）飼料事業……………………牛用飼料およびその他飼料 

（2）種苗事業……………………牧草・飼料作物種子、緑肥用種子、緑化植生種子、野菜種子、農業資材 

（3）肉牛事業……………………肉用牛 

（4）その他事業…………………造園工事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,152,169千円）の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（10,613,507千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び預金、有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 

 飼料事業 
(千円) 

種苗事業
(千円) 

肉牛事業
(千円) 

その他事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

（1）外部顧客に対する売
上高 31,434,108 7,278,566 2,694,932 1,388,690 42,796,297 ― 42,796,297

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 798,275 667 ― ― 798,942 (798,942) ―

計 32,232,384 7,279,233 2,694,932 1,388,690 43,595,239 (798,942) 42,796,297

営業費用 30,978,308 6,794,516 2,467,784 1,476,830 41,717,439 248,227 41,965,667

営業利益又は営業損失
（△） 1,254,075 484,717 227,147 △88,140 1,877,799 (1,047,169) 830,629

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出   

資産 18,908,323 6,367,628 1,945,067 668,832 27,889,853 8,970,183 36,860,036

減価償却費 884,108 148,772 1,292 6,266 1,040,439 56,910 1,097,350

資本的支出 594,940 77,847 3,795 5,728 682,311 14,003 696,315

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品・商品等 

（1）飼料事業……………………牛用飼料およびその他飼料 

（2）種苗事業……………………牧草・飼料作物種子、緑肥用種子、緑化植生種子、野菜種子、農業資材 

（3）肉牛事業……………………肉用牛 

（4）その他事業…………………造園工事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,151,582千円）の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（10,898,105千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び預金、有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」

の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」

の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

１ 親会社および主要法人株主等 

 
関係内容 

属性 
会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 科目

期末残高
(千円)

親会社 雪印乳業㈱ 札幌市
東区 

15,969,282 牛乳・乳製
品 等 の 製
造販売 

(被所有) 
直接 50.51
間接  0.05

転籍 3人
兼任 3人

 

当社製品の
原料の仕入

微生物資
材の販売 1,564 売掛金 152

       
飼料原料
の仕入 

192,832 買掛金 13,746

       

 
営業
取引

分析料の
支払 

4,220 未払金 89

（注）１ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

（1）製商品の販売については、市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、一般

的取引条件と同様に決定しております。 

（2）原料の仕入については、同社から提示された価格により、市場の実勢価格を参考に決定しております。 

（3）分析料の支払いについては、同社から提示された価格により、他社の分析価格を参考に決定しております。 

 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１ 親会社および主要法人株主等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 科目

期末残高
(千円)

親会社 雪印乳業㈱ 札幌市
東区 

8,668,782 牛乳・乳製
品 等 の 製
造販売 

(被所有) 
直接  50.51
間接   0.05

転籍 3人
兼任 3人

当社製品の
原料の仕入

微生物資
材の販売
他 

231 売掛金 ―

       
飼料原料
の仕入 

171,489 買掛金 ―

       

 
営業
取引

出向負担
金等の支
払 

9,006 未払金 2,553

（注）１ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)製商品の販売については、市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、一般的

取引条件と同様に決定しております。 

(2）原料の仕入については、同社から提示された価格により、市場の実勢価格を参考に決定しております。 

(3）出向負担金については、当社の基準を前提に同社と協議のうえ決定しております。 

(4）その他の費用につきましては、一般取引先と同様に決定しております。 
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（１株当たり情報） 

 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１株当り純資産額 961.03円 970.06円

１株当り当期純利益 27.20円 17.92円

 

なお、潜在株式調整後１株当り
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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、潜在株式調整後１株当り
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。 
 

（追加情報） 
当連結会計年度から、改正後の「１
株当たり当期純利益に関する会計
基準」(企業会計基準委員会 終
改正平成18年１月31日 企業会計
基準第２号)および「１株当たり当
期純利益に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準委員会 
終改正平成18年１月31日 企業会
計基準適用指針第４号）を適用し
ております。 
これによる影響は軽微でありま
す。 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎 
 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 687,472 432,988

普通株主に帰属しない金額(千円) 30,000 ―

（うち利益処分による役員賞与金（千円））   （30,000） （―）

普通株式に係る当期純利益(千円) 657,472 432,983

普通株式の期中平均株式数(株) 24,172,960 24,166,050

 

（重要な後発事象） 
 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 
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２ 【生産、受注および販売の状況】 

（１）生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％） 

飼料事業 18,138,537 100.0

合計 18,138,537 100.0

（注）１ 金額は製造原価によっております。 
２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注実績 

当社は、一部特殊需要向けを除き、受注生産は行っておりません。 

 

（３）販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

飼料事業 31,434,108 102.3

種苗事業 7,278,566 95.8

肉牛事業 2,694,932 110.2

その他の事業 1,388,690 97.1

合計 42,796,297 101.4

（注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 主な相手別の販売実績については、いずれの当該販売実績も、総販売実績に対する割合が100

分の10に満たないため、記載しておりません。 

 


