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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 72,826 ― 2,255 ― 2,777 ― 2,268 ―

20年3月期第1四半期 69,433 4.8 2,498 14.6 2,786 23.1 2,573 40.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 7.50 ―

20年3月期第1四半期 9.59 7.87

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

21年3月期第1四半期 202,441 66,655 31.6 211.32
20年3月期 202,431 68,663 32.5 211.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  63,933百万円 20年3月期  65,883百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 4.00 4.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 150,000 ― 4,200 ― 5,000 ― 3,700 ― 12.23
通期 299,000 4.2 9,000 11.0 10,400 8.3 7,100 1.8 23.47

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）  無  

(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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  303,802,153株 20年3月期  303,802,153株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,255,353株 20年3月期  1,233,430株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  302,558,830株 20年3月期第1四半期  268,296,717株

                                         



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 

 当社グループは、平成20年度を初年度とする中期経営計画を策定し、牛乳・乳製品をめぐる環境変化に対応した事

業展開に取組んでおります。当第１四半期連結累計期間については、3月に新商品6品を投入した主力チーズブランド

「雪印北海道１００」の展開に加えて、業務製品分野ではお客様・消費者のニーズに対応した新しい商品の開発に注

力してまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間の事業別の売上高については、チーズ・油脂が好調に推移したこと、乳製品および飼料

の価格改定の浸透等により前年同期を上回りました。一方、エネルギーや原材料価格の高騰等による生産コストの上

昇に対応するためコスト構造の改革にも取り組んでまいりましたが、コスト上昇分を吸収するには至らず営業利益は

前年同期を下回りました。 

    以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績については、売上高は72,826百万円、営業利益は2,255百万円、経

常利益は2,777百万円、四半期純利益は2,268百万円となりました。なお、平成20年6月末現在では、子会社26社、関

連会社15社となっております。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

① 食品事業 

      乳製品部門は、チーズの「雪印北海道１００」シリーズが好調に推移したこと、平成19年9月に新発売した育児 

   用粉ミルクの寄与、価格改定の浸透等により売上高は前年同期を上回りました。 

    油脂部門は、主力の「ネオソフト」等が好調に推移したことにより売上高は前年同期を上回りました。 

     この結果、食品事業における売上高は56,002百万円となりました。 

  

② 飼料・種苗事業 

     飼料・種苗事業の売上高は、配合飼料の販売価格が上昇したことなどにより、前年同期を上回りました。 

     この結果、飼料・種苗事業の売上高は11,510百万円となりました。 

  

③ その他事業 

 その他事業における売上高は7,275百万円となりました。 

  

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 

（資産の部） 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して10百万円の増加となりました。これは主に、遊休資

産の売却などによる有形固定資産の減少等により固定資産が1,521百万円減少した一方で、売上債権やたな卸資産の

増加により流動資産が1,532百万円増加したことによるものです。 

（負債の部）  

  当第１四半期連結会計期間末の負債は、前期末と比較して2,017百万円の増加となりました。これは主に、固定資

産取得支払手形等の設備関連の負債が減少した一方で、短期借入金及び長期借入金等の有利子負債が増加したこと

などによるものです。 

（純資産の部） 

  当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前期末と比較して2,007百万円の減少となりました。これは主に、当第

１四半期連結累計期間の四半期純利益が2,268百万円増加した一方で、利益剰余金が自己株式（Ｃ種優先株式）の取

得・消却により2,829百万円減少したこと、剰余金の配当により1,263百万円減少したことなどによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、4,902百万円となり前連結会計年度末と比べ

1,633百万円減少しました。 

  当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりです。        

 （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・フローは、944百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利

益が2,909百万円となったこと、売上増等に伴う売上債権の増加によるキャッシュ・フローの減少が1,471百万円と

なったこと、原料高騰による影響等に伴うたな卸資産の増加によるキャッシュ・フローの減少が2,524百万円とな

ったこと、仕入債務の減少によるキャッシュ・フローの減少が1,117百万円となったことなどによるものです。 

  なお、一部の子会社において前連結会計年度末が金融機関休業日に当たっており、特に仕入債務については主な

減少要因となっております。 

                                         



 （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・フローは、2,285百万円の支出となりました。これは主に、固定資産の取得により

4,203百万円を支出したこと、遊休土地等固定資産の売却により650百万円の収入があったこと、金銭信託の償還に

より1,201百万円の収入があったことなどによるものです。 

 （財務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・フローは、1,542百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の増加や優

先株式の取得資金として長期借入れによる資金調達を行ったことなどによるものです。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成20年5月14日の決算短信で公表いたしました業績予想数値に変更はありません。  

  

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 

    ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

     当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

    ②棚卸資産の評価方法 

     当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

    ③固定資産の減価償却費の算定方法 

     定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

  

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

     なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（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リース取引に関する会計基準の適用 

         所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ 

       ていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第 

       一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 

    第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が平成20年4月1 

    日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、 

    当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっていま 

       す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期 

       間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。  

        なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ 

    いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

      これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

                                         



  

 （４）追加情報 

     有形固定資産の耐用年数の変更 

      当社及び一部の子会社の機械装置について、財務省令第32号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一

部を改正する省令」が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度から適用することができることになったこと

に伴い、機械装置の使用状況に基づく耐用年数の状況を再度検討した結果、当第１四半期連結会計期間より耐

用年数を変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

                                         



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 4,957 6,765

受取手形及び売掛金 37,208 35,736

有価証券 104 104

商品及び製品 20,622 18,591

仕掛品 620 653

原材料及び貯蔵品 6,689 6,161

繰延税金資産 4,055 4,036

その他 6,977 7,444

貸倒引当金 △625 △416

流動資産合計 80,609 79,077

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,089 20,197

機械装置及び運搬具（純額） 19,881 20,256

土地 45,324 45,778

その他（純額） 2,034 1,803

有形固定資産合計 87,330 88,036

無形固定資産 2,876 2,963

投資その他の資産   

投資有価証券 16,629 16,680

繰延税金資産 10,810 11,361

その他 5,380 5,497

貸倒引当金 △1,195 △1,186

投資その他の資産合計 31,624 32,353

固定資産合計 121,831 123,353

資産合計 202,441 202,431

                                         



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,449 29,660

短期借入金 36,663 32,975

未払法人税等 201 544

賞与引当金 1,495 1,584

その他 13,173 15,263

流動負債合計 80,983 80,028

固定負債   

社債 6,200 6,200

長期借入金 24,473 22,931

繰延税金負債 969 973

再評価に係る繰延税金負債 10,318 10,482

退職給付引当金 4,150 4,255

役員退職慰労引当金 224 218

ギフト券引換引当金 303 311

負ののれん 4,229 4,433

その他 3,933 3,933

固定負債合計 54,802 53,740

負債合計 135,786 133,768

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,846 14,846

資本剰余金 6,177 6,177

利益剰余金 26,973 28,552

自己株式 △400 △393

株主資本合計 47,597 49,182

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 543 522

繰延ヘッジ損益 △61 △149

土地再評価差額金 15,323 15,569

為替換算調整勘定 530 759

評価・換算差額等合計 16,335 16,701

少数株主持分 2,722 2,779

純資産合計 66,655 68,663

負債純資産合計 202,441 202,431

                                         



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 72,826

売上原価 55,966

売上総利益 16,859

販売費及び一般管理費 14,603

営業利益 2,255

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 208

負ののれん償却額 234

持分法による投資利益 175

その他 400

営業外収益合計 1,036

営業外費用  

支払利息 357

その他 157

営業外費用合計 515

経常利益 2,777

特別利益  

固定資産売却益 230

その他 40

特別利益合計 271

特別損失  

固定資産売却損 4

固定資産除却損 56

減損損失 49

その他 28

特別損失合計 138

税金等調整前四半期純利益 2,909

法人税等 585

少数株主利益 56

四半期純利益 2,268

                                         



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 2,909

減価償却費 1,438

減損損失 49

持分法による投資損益（△は益） △175

負ののれん償却額 △234

貸倒引当金の増減額（△は減少） 218

賞与引当金の増減額（△は減少） △88

退職給付引当金の増減額（△は減少） △105

ギフト券引換引当金の増加額（△は減少） △8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5

固定資産除売却損益（△は益） △169

受取利息及び受取配当金 △226

支払利息 357

売上債権の増減額（△は増加） △1,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,524

仕入債務の増減額（△は減少） △1,117

その他 634

小計 △507

利息及び配当金の受取額 337

利息の支払額 △310

法人税等の支払額 △463

営業活動によるキャッシュ・フロー △944

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付けによる支出 △31

貸付金の回収による収入 93

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,203

有形固定資産の売却による収入 650

投資有価証券の売却による収入 3

金銭信託の償還による収入 1,201

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,285

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） 4,155

長期借入れによる収入 2,829

長期借入金の返済による支出 △1,594

優先株式取得による支出 △2,829

配当金の支払額 △957

少数株主への配当金の支払額 △37

その他 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,542

現金及び現金同等物に係る換算差額 53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,633

現金及び現金同等物の期首残高 6,536

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,902

                                         



 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 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 （注）１ 事業区分は、製品の種類及び販売市場の類似性を考慮して区分しています。 

２ 各事業の主な製品 

(1）食品………………乳製品、油脂等 

(2）飼料・種苗………牛用飼料、牧草・飼料作物種子等 

(3）その他……………包装材料、斡旋品、共同配送センター事業等 

ｂ．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） 

     全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

    ト情報の記載を省略しています。 

  

ｃ．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） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しています。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第１四半期連結会計期間において、自己株式（Ｃ種優先株式）の取得・消却により取得時に自己株式が

2,829百万円増加し、消却時に自己株式及び利益剰余金が2,829百万円減少となっています。その結果、当第１四

半期連結会計期間末において利益剰余金が26,973百万円、自己株式が△400百万円となっています。 

  

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） 

食品 
（百万円） 

飼料・種苗 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 
連結 

（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 55,994 11,209 5,621 72,826 ― 72,826 

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
8 300 1,653 1,962 (1,962) ― 

計 56,002 11,510 7,275 74,788 (1,962) 72,826 

営業利益又は営業損失（△） 2,548 △498 205 2,255 (―) 2,255 

                                         



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  
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（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   69,433 100.0

Ⅱ 売上原価   53,277 76.7

売上総利益   16,156 23.3

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費   13,657 19.7

営業利益   2,498 3.6

Ⅳ 営業外収益      

１ 受取利息 23    

２ 受取配当金 126    

３ 不動産賃貸料 122    

４ 持分法による 
投資利益 317    

５ その他収益 180 770 1.1

Ⅴ 営業外費用      

１ 支払利息 373    

２ たな卸資産除却
売却損 41    

３ その他費用 67 483 0.7

経常利益   2,786 4.0

Ⅵ 特別利益   885 1.3

Ⅶ 特別損失   680 1.0

税金等調整前 
四半期純利益   2,991 4.3

税金費用   239 0.3

少数株主利益   179 0.3

四半期純利益   2,573 3.7

       

                                         



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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（百万円） 

Ⅰ 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 2,991 

減価償却費 1,218 

減損損失 325 

持分法による投資利益 △317

売上債権の増加額 △1,651

たな卸資産の減少額 83 

仕入債務の減少額 △1,563

その他の減少額 △588

小計 496 

利息及び配当金の受取額 256 

利息の支払額 △389

法人税等の支払額 △342

 営業活動によるキャッシュ・フロー 21 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △1,371

有形・無形固定資産の売却による収入 1,430 

その他の増加額 413 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 473 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純増加額 195 

長期借入金の返済による支出 △1,343

配当金の支払額 △844

その他の減少額 △65

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,058

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △43

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,606

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 7,448 

Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高 5,841 

                                         



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 （注）１ 事業区分は、製品の種類及び販売市場の類似性を考慮して区分しています。 

２ 各事業の主な製品 

(1）食品………………乳製品、油脂等 

(2）飼料・種苗………牛用飼料、牧草・飼料作物種子等 

(3）その他……………包装材料、斡旋品、共同配送センター事業等 

ｂ．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） 

         全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

    ト情報の記載を省略しています。 

  

ｃ．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） 

        海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しています。 

  

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） 

食品 
（百万円） 

飼料・種苗 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 
連結 

（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 53,409 10,050 5,974 69,433 ― 69,433 

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
4 256 1,798 2,059 (2,059) ― 

計 53,414 10,307 7,772 71,493 (2,059) 69,433 

営業費用 51,481 10,135 7,377 68,995 (2,059) 66,935 

営業利益 1,932 171 395 2,498 (―) 2,498 

                                         



（金額：百万円）

(連結）

総資産 202,431 202,441 10

純資産 68,663 66,655 △2,007

自己資本 65,883 63,933 △1,950

自己資本比率 32.5 % 31.6 % △0.9%

有利子負債 62,106 67,336 5,230

従業員数 2,644 人 2,700 人 56

連結子会社数 15 社 15 社

持分法適用会社数 10 社 10 社

(連結）

売上高 69,433 (100.0%) 72,826 (100.0%) 3,392 104.9%

営業利益 2,498 (3.6%) 2,255 (3.1%) △242 90.3%

営業外収支 287 521 234

経常利益 2,786 (4.0%) 2,777 (3.8%) △8 99.7%

特別損益 205 132 △72

税前四半期純利益 2,991 (4.3%) 2,909 (4.0%) △81 97.3%

法人税等 239 585 345

少数株主利益 179 56 △123

四半期純利益 2,573 (3.7%) 2,268 (3.1%) △304 88.2%

営業ＣＦ 21 △944 △965

投資ＣＦ 473 △2,285 △2,758

財務ＣＦ △2,058 1,542 3,600

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高

食品 53,414 56,002 2,588

飼料・種苗 10,307 11,510 1,203

その他 7,772 7,275 △497

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別営業利益

食品 1,932 2,548 616

飼料・種苗 171 △ 498 △669

その他 395 205 △189

前年同期比
前第１四半期 当第１四半期

(H19.4～H19.6) (H20.4～H20.6)

前期末

(H20.3)

平成21年3月期　第１四半期決算短信参考資料

当第１四半期

(H20.6)
増　減

増　減
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