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平成平成平成平成    19191919    年年年年    ３月期３月期３月期３月期        個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要 平成18年11月10日 

上 場 会 社 名        日本配合飼料株式会社                      上場取引所    東 

コ ー ド 番 号        ２０５６                                      本社所在都道府県 神奈川県 
（ＵＲＬ  http://www.nippai.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 吉田 和臣 
問合せ先責任者 役職名 執行役員財経部長 氏名 臼杵 静雄   ＴＥＬ (045)450-5811 
決算取締役会開催日 平成18年11月10日            配当支払開始日  平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無            有(１単元1,000株) 
 
１． 18年９月中間期の業績(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 
(1)経営成績     (注) 記載金額は百万年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９月中間期 
17年９月中間期 

 39,568 5.0 
 37,670 1.6 

 366 △41.8 
 629 61.5 

 350 △48.8 
 684 67.5 

18年３月期  76,475   943   1,012  
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭 

18年９月中間期 
17年９月中間期 

 139 － 
 △416 － 

 1 94 
 △5 80 

18年３月期  97   1 36 

 
 

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期71,838,779株 17年９月中間期71,846,299株 18年３月期71,844,123株 

  ②会計処理の方法の変更   無 

  ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2)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９月中間期 
17年９月中間期 

45,718 
41,880 

11,768 
11,206 

25.7 
26.8 

 163 82 
 155 99 

18年３月期 43,808 12,401 28.3  172 63 
(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期71,837,035株 17年９月中間期71,843,517株 18年３月期71,840,160株 
  ②期末自己株式数  18年９月中間期39,963株 17年９月中間期33,481株 18年３月期36,838株 
 
２．19年３月期の業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 81,500 900 400 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) ５円57銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間 

18年３月期 － － － 3.00 － 3.00 

19年３月期（実績） － － － － － － 

19年３月期（予想） － － － 3.00 － 3.00 

 
 

 
 
 
 

 

※ 上記の予想は、本資料の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

業績は今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は、中間決算短信(連結)の添付資料６ページをご参照下さい。 
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１ 中間財務諸表 

 (1)中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金  196,540   144,251   150,139   

受取手形 ※５ 2,793,361   2,705,072   2,505,620   

売掛金  12,991,252   14,744,876   12,986,564   

たな卸資産  2,451,662   2,757,240   2,623,284   

短期貸付金  4,275,268   4,559,670   4,341,204   

その他  718,314   1,070,624   747,844   

貸倒引当金  △530,472   △413,197   △371,140   

流動資産合計   22,895,926 54.7  25,568,536 55.9  22,983,517 52.5 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 
※１
※２ 

         

建物 ※４ 2,371,891   2,241,607   2,302,874   

機械及び装置 ※４ 1,801,246   1,761,563   1,714,284   

土地  2,790,250   2,790,250   2,790,250   

その他  786,307   797,953   787,590   

有形固定資産合計  7,749,696   7,591,374   7,594,999   

無形固定資産 ※２ 237,621   203,830   193,872   

投資その他の資産           

投資有価証券 ※２ 8,529,279   8,557,584   9,568,460   

長期貸付金  4,243,094   4,636,570   5,102,927   

その他  1,644,985   1,692,890   1,165,584   

貸倒引当金  △2,892,062   △2,198,018   △2,466,849   

投資損失引当金  △527,704   △334,484   △334,484   

投資その他の資産合計  10,997,593   12,354,541   13,035,639   

固定資産合計   18,984,911 45.3  20,149,746 44.1  20,824,510 47.5 

資産合計   41,880,838 100.0  45,718,282 100.0  43,808,028 100.0 

           

 



― 37 ― 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

買掛金  7,951,342   8,817,878   7,885,364   

短期借入金 ※２ 9,393,080   10,637,166   9,643,933   

未払費用  2,108,096   2,204,554   2,016,131   

未払法人税等  225,203   333,790   262,936   

役員賞与引当金  ―   4,538   ―   

その他 
※２ 
※６ 

1,283,528   1,343,957   1,278,986   

流動負債合計   20,961,250 50.0  23,341,884 51.1  21,087,353 48.1 

Ⅱ 固定負債           

長期借入金 ※２ 5,060,000   5,397,920   5,236,460   

繰延税金負債  627,228   844,225   1,236,930   

退職給付引当金  1,381,251   1,282,774   1,309,315   

長期預り金  226,603   226,786   226,666   

関係会社事業損失引当金  2,417,710   2,856,071   2,309,712   

固定負債合計   9,712,794 23.2  10,607,777 23.2  10,319,085 23.6 

負債合計   30,674,044 73.2  33,949,662 74.3  31,406,438 71.7 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   6,563,157 15.7  ― ―  6,563,157 15.0 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  1,650,000   ―   1,650,000   

その他資本剰余金  524,453   ―   524,453   

資本剰余金合計   2,174,453 5.2  ― ―  2,174,453 5.0 

Ⅲ 利益剰余金           

中間(当期)未処分利益  328,806   ―   843,386   

利益剰余金合計   328,806 0.8  ― ―  843,386 1.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   2,145,249 5.1  ― ―  2,826,233 6.4 

Ⅴ 自己株式   △4,872 △0.0  ― ―  △5,641 △0.0 

資本合計   11,206,794 26.8  ― ―  12,401,589 28.3 

負債資本合計   41,880,838 100.0  ― ―  43,808,028 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  6,563,157 14.3  ― ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   1,650,000   ―   

(2) その他資本剰余金  ―   524,453   ―   

資本剰余金合計   ― ―  2,174,453 4.8  ― ― 

３ 利益剰余金           

(1)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  ―   767,423   ―   

利益剰余金合計   ― ―  767,423 1.7  ― ― 

４ 自己株式   ― ―  △6,271 △0.0  ― ― 

株主資本合計   ― ―  9,498,763 20.8  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 ―   2,264,092   ―   

２ 繰延ヘッジ損益  ―   5,764   ―   

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  2,269,856 4.9  ― ― 

純資産合計   ― ―  11,768,620 25.7  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  45,718,282 100.0  ― ― 
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 (2)中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   37,670,094 100.0  39,568,520 100.0  76,475,547 100.0 

Ⅱ 売上原価   33,761,791 89.6  36,039,890 91.1  69,032,023 90.3 

   売上総利益   3,908,302 10.4  3,528,629 8.9  7,443,523 9.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,278,894 8.7  3,162,521 8.0  6,500,205 8.5 

   営業利益   629,408 1.7  366,108 0.9  943,318 1.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  225,548 0.6  254,451 0.6  409,192 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  170,785 0.5  269,970 0.6  339,736 0.4 

   経常利益   684,171 1.8  350,588 0.9  1,012,774 1.3 

Ⅵ 特別利益 ※３  92,323 0.2  271,058 0.7  637,121 0.8 

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※６ 

 1,034,279 2.7  177,376 0.5  1,032,096 1.3 

税引前中間純損失   257,784 △0.7  ― ―  ― ― 

税引前中間(当期)純利益   ― ―  444,271 1.1  617,799 0.8 

法人税、住民税 
及び事業税 

 172,450   285,936   347,603   

法人税等調整額  △13,542 158,908 0.4 18,777 304,714 0.7 172,308 519,911 0.7 

中間純損失   416,692 △1.1  ― ―  ― ― 

中間(当期)純利益   ― ―  139,557 0.4  97,887 0.1 

前期繰越利益   745,498   ―   745,498  

中間(当期)未処分利益   328,806   ―   843,386  
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 (3)中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 6,563,157 1,650,000 524,453 2,174,453 

中間会計期間中の変動額     

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― ― 

平成18年９月30日残高(千円) 6,563,157 1,650,000 524,453 2,174,453 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 843,386 △5,641 9,575,355 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 △215,520 ― △215,520 

 中間純利益 139,557 ― 139,557 

 自己株式の取得 ― △629 △629 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△75,963 △629 △76,592 

平成18年９月30日残高(千円) 767,423 △6,271 9,498,763 

 

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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,826,233 ― 2,826,233 12,401,589 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― ― △215,520 

 中間純利益 ― ― ― 139,557 

 自己株式の取得 ― ― ― △629 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△562,140 5,764 △556,376 △556,376 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△562,140 5,764 △556,376 △632,969 

平成18年９月30日残高(千円) 2,264,092 5,764 2,269,856 11,768,620 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法に

よっております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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)によっております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

    同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定)によっております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

    同左 

 

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 )によっておりま

す。 

時価のないもの 

     移動平均法による原価法

によっております。 

時価のないもの 

     同左 

時価のないもの 

     同左 

 (2) デリバティブ(為替予約取引) 

時価法によっております。 

 (2) デリバティブ(為替予約取引) 

    同左 

 (2) デリバティブ(為替予約取引) 

    同左 

 (3) たな卸資産 

移動平均法による原価法によ

っております。 

 (3) たな卸資産 

    同左 

 (3) たな卸資産 

    同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法によっております。 

   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

法を採用しております。 

   なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

   なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒損失に備えるた

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

別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2)  (2) 役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額に基づ

き、当中間会計期間に見合う

分を計上しております。 

 (2) 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

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。 

   なお、会計基準変更時差異

(1,160,314千円 )について

は、10年による按分額を費用

処理しております。 

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５年)

による定額法により、翌事業

年度から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 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当事業年度末

に発生していると認められる

額を計上しております。 

   なお、会計基準変更時差異

(1,160,314千円 )について

は、10年による按分額を費用

処理しております。 

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５年)

による定額法により、翌事業

年度から費用処理することと

しております。 

 (4) 投資損失引当金 

   関係会社への投資額に対する

損失に備えるために、関係会

社の資産内容を検討して計上

しております。 

 (4) 投資損失引当金 

    同左 

 (4) 投資損失引当金 

    同左 

 (5) 関係会社事業損失引当金 

   関係会社の事業の損失に備え

るため、関係会社に対する投

融資額を超えて当社が負担す

ることになる損失見込額を計

上しております。 

 (5) 関係会社事業損失引当金 

    同左 

 (5) 関係会社事業損失引当金 

    同左 

４ 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。 

４ リース取引の処理方法 

    同左 

４ リース取引の処理方法 

    同左 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   為替予約取引については繰延

ヘッジ処理によっておりま

す。また金利スワップについ

ては、特例処理の用件を満た

しておりますので、特例処理

を採用しております。 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

    同左 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

    同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

為替予約取引 原料輸入の外 

貨建予定取引 

金利スワップ 借入金の利息 
 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左 

 (3) ヘッジ方針 

   外貨建取引のうち、当社に為

替変動リスクが帰属する場合

は、そのリスクヘッジのた

め、実需原則に基づき為替予

約取引を行うものとしており

ます。 

   金利関連のデリバティブ取引

は、借入金利をヘッジし将来

の支払利息を確定させるため

の取引であり、実質的に固定

金利建借入金と同じ効果を得

る目的でのみ行っておりま

す。 

 (3) ヘッジ方針 

    同左 

 (3) ヘッジ方針 

    同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

   為替予約取引については、ヘ

ッジ手段とヘッジ対象の為替

変動による相関関係によって

有効性を評価しております。 

   金利スワップについては、特

例処理の用件を満たしており

ますので、有効性の評価を省

略しております。 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

    同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

    同左 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理方法 

   税抜方式を採用しておりま

す。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理方法 

    同左 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理方法 

    同左 
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 会計処理の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「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))及び「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。 

これにより税引前中間純損失が

77,538千円増加しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「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))及び「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。 

これにより税引前当期純利益が

77,538千円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き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） 

当中間会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。 

これにより営業利益、経常利益お

よび税引前中間純利益が4,538千円

減少しております。 

 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間会計期間から「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11,762,855千円で

あります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 
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 注記事項 

  (中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

18,569,135千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

19,116,262千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

18,859,942千円 
※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ
ります。 

担保資産 
 千円 千円 

建物 1,870,768 (806,772) 

機械及び 
装置 

1,280,820 (1,061,378) 

土地 1,798,177 (1,494,366) 

その他 
(構築物) 

96,901 (96,901) 

無形 
固定資産 

36,763 (―) 

投資有価 
証券 

630,990 (―) 

合計 5,714,420 (3,459,418) 
 

※２ 担保に供している資産並びに
担保付債務は次のとおりであ
ります。 

担保資産 
 千円 千円 

建物 1,770,049 (756,596) 

機械及び 
装置 

1,244,761 (1,070,656) 

土地 1,798,177 (1,494,366) 

その他 
(構築物) 

90,651 (90,651) 

無形 
固定資産 

27,572 (―) 

投資有価 
証券 

468,580 (―) 

合計 5,399,791 (3,412,270) 
 

※２ 担保に供している資産並びに
担保付債務は次のとおりであ
ります。 

担保資産 
 千円 千円 

建物 1,817,138 (779,849) 

機械及び 
装置 

1,184,545 (990,385) 

土地 1,798,177 (1,494,366) 

その他 
(構築物) 

92,368 (92,368) 

無形 
固定資産 

32,167 (―) 

投資有価 
証券 

515,980 (―) 

合計 5,440,377 (3,356,970) 
 

担保付債務 
 千円 千円 

 短期 
 借入金 

577,080 (38,800) 

 長期 
 借入金 

3,405,000 (775,400) 

 その他 
 流動負債 

320,336 (―) 

 合計 4,302,416 (814,200) 

   上記のうち( )内書は財団

抵当並びに当該債務を示し

ております。 

担保付債務 
 千円 千円 

 短期 
 借入金 

197,080 (38,800) 

 長期 
 借入金 

3,667,920 (736,600) 

 その他 
 流動負債 

310,434 (―) 

 合計 4,175,434 (775,400) 

   上記のうち( )内書は財団

抵当並びに当該債務を示し

ております。 

担保付債務 
 千円 千円 

 短期 
 借入金 

257,080 (38,800) 

 長期 
 借入金 

3,666,460 (756,000) 

 その他 
 流動負債 

306,117 (―) 

 合計 4,229,657 (794,800) 

   上記のうち( )内書は財団

抵当並びに当該債務を示し

ております。 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
前事業年度末 

(平成18年３月31日) 
 ３ 偶発債務 
   保証債務 

下記取引先の債務に対して、
下記のとおり保証しておりま
す。 

  (1) 保証債務 
 千円  

北海道日配 
販売㈱ 

2,987,366 
(銀行借入
保証) 

㈱第一ポート 
リーファーム 

1,247,045 〃 

㈱南九州畜産 
センター 

576,800 〃 

㈲駒里エック 
ファーム 

505,484 〃 

㈱秋田ファー
ム 

484,954 〃 

㈲香川畜産 392,380 〃 

㈱岩島産業 350,000 〃 

ニッパイフー
ド東海㈱ 

300,000 〃 

㈱帯広ファー
ム 

241,750 〃 

西日本マジッ
クパール㈱ 

223,600 〃 

㈲武石忠興農
場 

220,524 〃 

㈲グリーン 
ファーム 
ソーゴ 

215,000 〃 

㈲東北グロー
イング外14件 

988,433 〃 

㈲カワフジ 
外６件 

72,644 
(リース債
務保証) 

合計 8,805,982  
 

 ３ 偶発債務 
   保証債務 

下記取引先の債務に対して、
下記のとおり保証しておりま
す。 

  (1) 保証債務 
 千円  

北海道日配 
販売㈱ 

1,815,597 
(銀行借入
保証) 

㈱第一ポート 
リーファーム 

1,445,642 〃 

仙台飼料㈱ 560,000 〃 

㈱南九州畜産 
センター 

503,240 〃 

㈲駒里エック 
ファーム 

476,180 〃 

㈱秋田ファー
ム 

454,022 〃 

㈲香川畜産 370,270 〃 

㈱岩島産業 350,000 〃 

ニッパイフー
ド東海㈱ 

281,500 〃 

㈲グリーン 
ファーム 
ソーゴ 

242,040 〃 

西日本マジッ
クパール㈱ 

222,600 〃 

㈲武石忠興農
場 

207,372 〃 

㈱帯広ファー
ム 

206,510 〃 

㈲東北グロー
イング外11件 

840,264 〃 

㈲グリーン 
ファーム 
ソーゴ外４件 

217,283 
(リース債
務保証) 

合計 8,192,522  
 

 ３ 偶発債務 
   保証債務 

下記取引先の債務に対して、
下記のとおり保証しておりま
す。 

  (1) 保証債務 
 千円  

北海道日配 
販売㈱ 

1,951,655 
(銀行借入
保証) 

㈱第一ポート 
リーファーム 

1,530,013 〃 

仙台飼料㈱ 560,000 〃 

㈱南九州畜産 
センター 

546,520 〃 

㈲駒里エック 
ファーム 

490,832 〃 

㈱秋田ファー
ム 

454,048 〃 

㈲香川畜産 377,640 〃 

㈱岩島産業 350,000 〃 

ニッパイフー
ド東海㈱ 

290,750 〃 

西日本マジッ
クパール㈱ 

231,700 〃 

㈲グリーン 
ファーム 
ソーゴ 

227,440 〃 

㈱帯広ファー
ム 

222,285 〃 

㈲武石忠興農
場 

212,478 〃 

㈲東北グロー
イング外12件 

864,878 〃 

㈲カワフジ 
外５件 

56,603 
(リース債
務保証) 

合計 8,366,845  

   
 

  (2) 債務保証予約 

 千円  

苫小牧飼料㈱ 160,312 
(銀行借入
保証) 

㈱住吉たまご 76,935 〃 

㈱金成ファー

ム外１件 
38,720 〃 

合計 275,968  
 

  (2) 債務保証予約 

 千円  

苫小牧飼料㈱ 126,562 
(銀行借入
保証) 

㈱住吉たまご 72,473 〃 

合計 199,035  

   
 

  (2) 債務保証予約 

 千円  

苫小牧飼料㈱ 143,437 
(銀行借入
保証) 

㈱住吉たまご 73,162 〃 

㈱金成ファー

ム外１件 
14,760 〃 

合計 231,360  
 

  (3) 経営指導念書 

 千円  

苫小牧飼料㈱ 601,287 
(銀行借入
保証) 

ニッパイフー

ド東北㈱ 
145,000 〃 

合計 746,287  
 

  (3) 経営指導念書 

 千円  

苫小牧飼料㈱ 490,220 
(銀行借入
保証) 

ニッパイフー

ド東北㈱ 
155,000 〃 

合計 645,220  
 

  (3) 経営指導念書 

 千円  

苫小牧飼料㈱ 583,254 
(銀行借入
保証) 

ニッパイフー

ド東北㈱ 
155,000 〃 

合計 738,254  
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※４ 圧縮記帳額 

   国庫補助金の受入れ及び保険

差益による取得原価から控除

されている圧縮記帳額は次の

とおりであります。 

 千円 

建物 6,146 

機械及び装置 41,686 

合計 47,833 
 

※４ 圧縮記帳額 

   国庫補助金の受入れ及び保険

差益による取得原価から控除

されている圧縮記帳額は次の

とおりであります。 

 千円 

建物 6,146 

機械及び装置 41,686 

合計 47,833 
 

※４ 圧縮記帳額 

   国庫補助金の受入れ及び保険

差益による取得原価から控除

されている圧縮記帳額は次の

とおりであります。 

 千円 

建物 6,146 

機械及び装置 41,686 

合計 47,833 
 

※５ ※５ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形

交換日をもって決済処理し

ております。 

なお、当中間会計期間末日

が金融機関の休日であった

ため、次の中間会計期間末

日満期手形が、中間会計期

間末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 273,559千円 
 

※５ 

※６ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

※６ 消費税等の取扱い 

    同左 

※６ 
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  (中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

 千円 

受取利息 81,009 
 

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

 千円 

受取利息 108,664 
 

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

 千円 

受取利息 165,826 
 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

 千円 

支払利息 116,861 
 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

 千円 

支払利息 117,620 
 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

 千円 

支払利息 229,477 
 

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

 千円 
投資有価証券 
売却益 

91,987 
 

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

 千円 
投資有価証券 
売却益 

268,243 
 

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

 千円 
貸倒引当金 
戻入益 

54,542 

投資損失 
引当金戻入益 

209,220 

投資有価証券 
売却益 

359,869 
 

※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

 千円 
貸倒引当金 
繰入額 

250,000 

関係会社 
事業損失 
引当金繰入額 

583,000 

固定資産除却損 83,819 

減損損失 77,538 
 

※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

 千円 
貸倒引当金 
繰入額 

175,476 
 

※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

 千円 
貸倒引当金 
繰入額 

247,319 

関係会社 
事業損失 
引当金繰入額 

506,000 

固定資産除却損 88,670 

減損損失 77,538 
 

 ５ 減価償却実施額 

 千円 

有形固定資産 288,653 

無形固定資産 43,418 
 

 ５ 減価償却実施額 

 千円 

有形固定資産 283,314 

無形固定資産 39,338 
 

 ５ 減価償却実施額 

 千円 

有形固定資産 615,165 

無形固定資産 87,069 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※６ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しま

した。 

用途 場所 種類 
金額 

(千円) 

建物 3,082 遊休 

資産 

福岡県田川郡 

川崎町外２件 土地 74,455 

合計 ― ― 77,538 

   当社は、継続的に損益の把握

を実施している単位ごとに資

産のグルーピングを行ってお

ります。ただし、将来の使用

が見込まれていない遊休資産

については個々の物件単位で

グルーピングを行っておりま

す。 

   帳簿価額に対し、時価が著し

く低下した遊休資産について

帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額77,538千

円を減損損失として特別損失

に計上しております。 

   なお、当該遊休資産の回収可

能価額は正味売却価額により

算定しており、土地について

は鑑定評価に基づいて評価

し、建物については備忘価額

をもって評価しております。 

※６ ※６ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しま

した。 

用途 場所 種類 
金額 

(千円) 

建物 3,082 遊休 

資産 

福岡県田川郡 

川崎町外２件 土地 74,455 

合計 ― ― 77,538 

   当社は、継続的に損益の把握

を実施している単位ごとに資

産のグルーピングを行ってお

ります。ただし、将来の使用

が見込まれていない遊休資産

については個々の物件単位で

グルーピングを行っておりま

す。 

   帳簿価額に対し、時価が著し

く低下した遊休資産について

帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額77,538千

円を減損損失として特別損失

に計上しております。 

   なお、当該遊休資産の回収可

能価額は正味売却価額により

算定しており、土地について

は鑑定評価に基づいて評価

し、建物については備忘価額

をもって評価しております。 

 

 

  (中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 36,838 3,125 ― 39,963 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 3,125株 
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  (リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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 

 (借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間 
期末残高 
相当額 

工具器具 
備品 

千円 

83,774 
千円 

55,001 
千円 

28,773 

合計 83,774 55,001 28,773 
 

１ 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 

 (借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間 
期末残高 
相当額 

工具器具 
備品 

千円 

32,770 
千円 

18,001 
千円 

14,769 

合計 32,770 18,001 14,769 
 

１ 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 

 (借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

工具器具 
備品 

千円 

79,534 
千円 

59,054 
千円 

20,479 

合計 79,534 59,054 20,479 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 千円 

１年内 14,004 

１年超 14,769 

合計 28,773 

  (注)取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込

み法により算定しておりま

す。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 千円 

１年内 6,549 

１年超 8,220 

合計 14,769 

    同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

 千円 

１年内 8,975 

１年超 11,503 

合計 20,479 

  (注)取得価額相当額及び未経過

リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 千円 

支払リース料 25,168 

減価償却費相当額 25,168 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 千円 

支払リース料 5,690 

減価償却費相当額 5,690 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 千円 

支払リース料 33,398 

減価償却費相当額 33,398 
 

(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 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

 千円 

１年内 7,768 

１年超 12,333 

合計 20,101 
 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

 千円 

１年内 6,585 

１年超 10,852 

合計 17,437 
 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

 千円 

１年内 6,943 

１年超 9,098 

合計 16,041 
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  (有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 

  (１株当たり情報) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 155.99円 

 

１株当たり純資産額 163.82円 

 

１株当たり純資産額 172.63円 

 

１株当たり中間純損失 5.80円 

 

１株当たり中間純利益 1.94円 

 

１株当たり当期純利益 1.36円 

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 同左  なお、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

ないため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

中間貸借対照表の純資産の部の合計
額(千円) 

― 11,768,620 ― 

普通株式に係る純資産額(千円) ― 11,768,620 ― 

普通株式の発行済株式数(千株) ― 71,876 ― 

普通株式の自己株式数(千株) ― 39 ― 

１株当り純資産の算定に用いられた
普通株式の数(千株) 

― 71,837 ― 

 

２ １株当たり中間純損失又は中間(当期)純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間純損失(千円) 416,692 ― ― 

中間(当期)純利益(千円) ― 139,557 97,887 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間純損失(千円) 416,692 ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円) 

― 139,557 97,887 

普通株式の期中平均株式数(千株) 71,846 71,838 71,844 
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  (重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

２ 部門別比較売上高 

 

前年中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平 成 1 7 年 4 月 1 日 自 平 成 1 8 年 4 月 1 日 自 平 成 1 7 年 4 月 1 日 

至平成 1 7 年 9 月 3 0 日 至平成 1 8 年 9 月 3 0 日 至 平 成 1 8 年 3 月 3 1 日 

期別 

 

区分 

 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

養 鶏 用 8,756,822  23.2 9,413,704  23.8 18,351,025  24.0 

養 牛 用 7,492,176  19.9 7,559,768  19.1 15,396,131  20.1 

養 豚 用 5,564,786  14.8 6,050,644  15.3 11,504,106  15.0 

養 魚 用 3,882,531  10.3 4,215,677  10.7 6,871,351  9.0 

そ の 他 飼 料 1,350,119  3.6 1,392,564  3.5 2,826,369  3.7 

飼

料

部

門 

小  計 27,046,436  71.8 28,632,359  72.4 54,948,985  71.9 

畜 産 商 品 7,013,969  18.6 6,973,169  17.6 14,024,281  18.3 畜
産
部
門 小  計 7,013,969  18.6 6,973,169  17.6 14,026,281  18.3 

その他の部門 3,609,688  9.6 3,962,991  10.0 7,502,280  9.8 

合    計 37,670,094  100.0 39,568,520  100.0 76,475,547  100.0 

 

 


