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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当四半期のわが国経済は、米国での利下げや、商品相場への投機資金の流入、原油価格の高騰、ま

た相次ぐ物価上昇による個人消費の鈍化により、減速傾向を強めました。 

配合飼料業界においても、主原料の穀物相場は米国主産地での天候不順による作付けや生育の遅れ

に加えて、投機資金の流入やエネルギー需要から引き続き高値で推移していること、為替相場は米国

連邦準備制度理事会などで金融市場の混乱を収めようとした動きから円安傾向に進んだこと、また海

上運賃が鉄鉱石などの荷動きが活発になり急騰するなど、総じて原価が上昇する状況となりました。

この結果、配合飼料価格の改定を行うことと致しました。 

畜産物相場につきましては、鶏卵・豚肉・鶏肉相場は国産志向の高まりから前年を上回りましたが、

牛肉相場は他の畜産物に比べて割高感があったことなどから前年を下回る結果となりました。 

配合飼料業界全体では、畜水産用配合飼料の生産量はほぼ前年並みとなりました。 

このように配合飼料を取り巻く環境は厳しい状況でありましたが、当社グループでは、顧客満足を

重視し、ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料「さんさんミルク」などニーズに合致した製品を発売し、

販売基盤の拡充を図りました。また、より『安全』で『安心』な畜水産物をお客様に提供できるよう、

当社知多工場と関連会社の鹿島飼料株式会社において抗菌性の適正製造基準（GMP）を認証取得する

など、より品質の高い価値ある製品を製造し供給できるよう取組みを強化してまいりました。 

この結果、配合飼料の販売数量は前年同期を更に上回ることとなり、また配合飼料価格の改定もあ

り、売上高は 312億６千万円（前年同期比 21.5％増）となりました。しかしながら、原価の上昇も大

きく影響し、経常損失は２千万円（前年同期は経常利益７億２千５百万円）、四半期純損失は２千４

百万円（前年同期は四半期純利益２億７千３百万円）となりました。 

  

事業別の概況は次のとおりです。 

  

飼料事業におきましては、シェア拡大に取組んだ結果、売上高は 237億７千９百万円（前年同期比

27.6％増）となりましたが、営業利益は当四半期中に原価が上昇した影響を受け、１億７千５百万円

（同 75.8％減）となりました。 

畜産事業におきましては、国産の畜産物の需要に支えられ畜産物相場が概ね前年を上回る傾向とな

りましたが、配合飼料価格や原油価格の高騰により生産コストが増大したため、売上高は 56 億４千

５百万円（前年同期比 9.8％増）、営業損失は５千３百万円（前年同期は営業損失８千５百万円）とな

りました。 

その他の事業では、一部食品の取り扱いが減少したことなどにより、売上高は 18 億３千４百万円

（前年同期比 5.8％減）、営業利益は５千５百万円（同 42.4％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 18 億６千９百万円増加しました。その

主な内容は以下のとおりであります。 

資産の主な増減は、原材料が 12 億５千３百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金の増加が 25

億２千１百万円あったこと及び投資有価証券の増加が７億７百万円あったことなどによる増加であ

ります。 

 負債は、長期借入金が 13億５千４百万円増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ 16億４

千５百万円の増加となりました。 

純資産は、利益剰余金が２億４千万円減少した一方で、その他有価証券評価差額金が４億１千１百
万円増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ２億２千３百万円の増加となりました。 

 

(2) 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 16 億９千９百万円

となりました。その主な内容は以下のとおりであります。 

営業活動の結果使用した資金は、９億７千５百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期

純利益が１千７百万円、減価償却費が４億６千万円、たな卸資産の減少が 12 億４千９百万円及び仕

入債務の増加が３億７千９百万円あった一方で、売上債権の増加が 25 億２千３百万円及び法人税等

の支払額が１億６千１百万円あったことなどによるものであります。 

投資活動の結果得られた資金は、５億５千２百万円となりました。これは主に有形及び無形固定資

産の取得による支出が３億９千９百万円あったこと及び貸付けによる支出が２億３千５百万円あっ

た一方で、投資有価証券の売却による収入が８億７千２百万円あったこと及び貸付の回収による収入

が２億３千３百万円あったことなどによるものであります。 

財務活動の結果得られた資金は、３億７百万円となりました。これは主に短期借入金の減少が９億
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９千万円、長期借入金の約定弁済を９億５千９百万円行ったこと及び配当金の支払額が２億１千５百

万円あった一方で、長期借入れを 26億３千万円行ったことなどによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想の修正に関しましては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く

ださい。 

 

４．その他 

(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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19年３月

14 日 企業会計基準第 12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成 19年３月 14日 企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18年７月５日 企業会計基準

第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前

四半期純利益が 103,557千円それぞれ減少しております。 

③ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 終改正平成 19

年３月 30 日 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成６年１月 18 日 終改正平成 19年３月 30日 企業会計基準適用指針第 16号）

を当第１四半期連結会計期間から早期に適用しております。この変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

                                  （単位：千円） 

 
当第１四半期連結会計期間末

（平成 20年６月 30日） 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20年３月 31 日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,909,545 2,021,972 

受取手形及び売掛金 23,128,537 20,606,891 

商品 114,072 111,971 

製品 792,589 876,048 

原材料 3,832,225 5,086,115 

貯蔵品 65,683 57,809 

動物 2,186,940 2,177,893 

その他 2,492,249 2,753,232 

貸倒引当金 △368,545 △396,768 

流動資産合計 34,153,297 33,295,166 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 6,385,294 6,442,948 

土地 6,983,797 6,991,681 

その他（純額） 3,668,394 3,240,885 

有形固定資産合計 17,037,486 16,675,515 

無形固定資産 694,122 726,530 

投資その他の資産  

投資有価証券 7,200,589 6,493,543 

その他 5,141,848 5,164,252 

貸倒引当金 △1,647,834 △1,645,030 

投資その他の資産合計 10,694,603 10,012,764 

固定資産合計 28,426,212 27,414,810 

資産合計 62,579,509 60,709,977 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 12,532,263 12,153,575 

短期借入金 18,014,319 18,688,652 

未払法人税等 122,723 166,808 

役員賞与引当金 2,727 ― 

その他 4,968,154 4,948,754 

流動負債合計 35,640,188 35,957,790 

固定負債  

長期借入金 11,141,061 9,786,393 

退職給付引当金 1,421,573 1,457,397 

役員退職慰労引当金 15,667 84,450 

その他 2,209,682 1,496,365 

固定負債合計 14,787,985 12,824,607 

負債合計 50,428,173 48,782,398 
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（単位：千円） 

 
当第１四半期連結会計期間末

（平成 20年６月 30日） 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

（平成 20年３月 31 日） 

純資産の部  

株主資本  

資本金 6,563,157 6,563,157 

資本剰余金 2,174,453 2,174,453 

利益剰余金 984,292 1,224,405 

自己株式 △8,067 △7,930 

株主資本合計 9,713,836 9,954,085 

 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 2,019,630 1,607,750 

繰延ヘッジ損益 26,875 △9,883 

評価・換算差額等合計 2,046,506 1,597,867 

 少数株主持分 390,993 375,626 

 純資産合計 12,151,336 11,927,579 

負債純資産合計 62,579,509 60,709,977 
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(2) 四半期連結損益計算書 
（単位：千円） 

 
当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年６月30日) 

売上高 31,260,096

売上原価 28,484,245

売上総利益 2,775,850

販売費及び一般管理費 2,796,530

営業損失（△） △20,679

営業外収益 

 受取利息 7,354

 受取配当金 86,806

 負ののれん償却額 755

 その他 58,949

 営業外収益合計 153,866

営業外費用 

 支払利息 131,127

 持分法による投資損失 1,263

 その他 20,867

 営業外費用合計 153,258

経常損失（△） △20,071

特別利益 

 固定資産売却益 6,584

投資有価証券売却益 11,945

 貸倒引当金戻入額 48,178

 特別利益合計 66,708

特別損失 

 固定資産売却損 10,917

 固定資産除却損 9,927

 減損損失 7,883

 その他 549

 特別損失合計 29,278

税金等調整前四半期純利益 17,358

法人税、住民税及び事業税 109,406

法人税等調整額 △78,925

法人税等合計 30,480

少数株主利益 11,506

四半期純損失（△） △24,628
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
                  （単位：千円） 

 
当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 17,358

減価償却費 460,933

減損損失 7,883

 のれん償却額 32,153

 負ののれん償却額 △755

 持分法による投資損益（△は益） 1,263

投資有価証券売却損益（△は益） △11,945

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,824

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,727

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △68,783

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,418

 受取利息及び受取配当金 △94,161

 支払利息 131,127

 固定資産除売却損益（△は益） 14,261

 売上債権の増減額（△は増加） △2,523,641

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,249,572

 仕入債務の増減額（△は減少） 379,265

 その他 △350,808

小計 △814,791

法人税等の支払額 △161,129

営業活動によるキャッシュ・フロー △975,921

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △4,200

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △399,931

 有形及び無形固定資産の売却による収入 15,806

 投資有価証券の取得による支出 △21,123

 投資有価証券の売却による収入 872,553

 貸付けによる支出 △235,463

 貸付金の回収による収入 233,897

 利息及び配当金の受取額 96,002

 事業譲受による支出 △4,092

 その他 △1,256

投資活動によるキャッシュ・フロー 552,192

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） △990,350

長期借入れによる収入 2,630,000

長期借入金の返済による支出 △959,314

 利息の支払額 △128,221

 配当金の支払額 △215,483

 その他 △29,528

財務活動によるキャッシュ・フロー 307,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,626

現金及び現金同等物の期首残高 1,816,364

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,699,737
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 

企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 
 
【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年６月 30日） 

 
飼料事業 

(千円) 

畜産事業 

(千円) 

その他の 

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

 売上高  

 (1) 外部顧客に対する 

   売上高 
23,779,683 5,645,943 1,834,469 31,260,096 ― 31,260,096

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
2,277,456 325,428 242,743 2,845,628 (2,845,628) ―

計 26,057,139 5,971,372 2,077,212 34,105,724 (2,845,628) 31,260,096

 営業利益又は営業損失(△) 175,606 △53,251 55,589 177,943 (198,623) △20,679

(注) １ 事業区分の方法 

当社グループの事業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 各事業区分の主要製品・商品 

事業区分 主要製品・商品 

飼料事業 鶏用飼料、牛用飼料、豚用飼料、魚用飼料、実験動物用飼料、車えび用飼料 

畜産事業 鶏卵、種豚、子豚、肉豚、カット肉、ブロイラー 

その他の事業 環境制御装置、畜産機材、水産物、種苗、健康食品、賃貸等 

 
【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年６月 30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

 
【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年６月 30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



日本配合飼料㈱（2056） 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

 - 9 - 

「参考資料」 
 前四半期にかかる財務諸表 

 （1）（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年６月30日) 
科  目 

金  額 
ⅠⅠⅠⅠ    売上高売上高売上高売上高    25,730,241

ⅡⅡⅡⅡ    売上原価売上原価売上原価売上原価    22,527,912

売上総利益 3,202,328

ⅢⅢⅢⅢ    販売費及販売費及販売費及販売費及びびびび一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費    2,579,653

営業利益 622,675

ⅣⅣⅣⅣ    営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益    252,272

ⅤⅤⅤⅤ    営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用    149,820

経常利益 725,126

ⅥⅥⅥⅥ    特別利益特別利益特別利益特別利益    5,145

ⅦⅦⅦⅦ    特別損失特別損失特別損失特別損失    90,544

税金等調整前四半期純利益 639,727

法人税、住民税及び事業税 399,176

法人税等調整額 △44,865

少数株主利益 11,604

四半期純利益 273,811

 
 
 (2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年６月30日) 

区  分 金  額 

ⅠⅠⅠⅠ    営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー    

税金等調整前四半期純利益 639,727

減価償却費 378,424

売上債権の増減額 △875,600

たな卸資産の増減額 △366,883

仕入債務の増減額 1,161,780

その他 270,111

小計 1,207,560

法人税等の支払額 △548,021

営業活動によるキャッシュ・フロー 659,538

ⅡⅡⅡⅡ    投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー    

有形・無形固定資産の取得による 

支出 
△699,250

新規連結子会社の取得による収入 38,717

その他 101,792

投資活動によるキャッシュ・フロー △558,741

ⅢⅢⅢⅢ    財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー    

短期借入金の純増減額 757,305

長期借入金の返済による支出 △853,456

配当金の支払額 △215,498

その他 △108,357

財務活動によるキャッシュ・フロー △420,007

ⅣⅣⅣⅣ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの増減額増減額増減額増減額    △319,209

ⅤⅤⅤⅤ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期首残高期首残高期首残高期首残高    2,190,691

ⅣⅣⅣⅣ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの四半期末残高四半期末残高四半期末残高四半期末残高    1,871,481
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(3) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
   前第１四半期連結累計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年６月 30 日） 

（単位：千円） 

 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 20,493,787 5,489,483 2,161,525 28,144,796 (2,414,555) 25,730,241

営業費用 19,768,645 5,574,779 2,065,012 27,408,436 (2,300,871) 25,107,565

営業利益又は 

営業損失(△) 
725,142 △85,295 96,512 736,359 (113,684) 622,675

 

【所在地別セグメント情報】 
   前第１四半期連結累計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年６月 30 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありま

せん。 

 

【海外売上高】 
   前第１四半期連結累計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年６月 30 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 


