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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 21,362 ― 2,721 ― 2,454 ― 1,442 ―

20年3月期第2四半期 18,188 13.8 2,124 15.8 1,843 16.8 1,169 19.8

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2四半期 51.47 51.45
20年3月期第2四半期 83.66 83.45

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2四半期 23,939 13,948 58.3 497.66
20年3月期 22,612 12,844 56.8 917.58

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,948百万円 20年3月期  12,844百万円

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 ― 20.00 ― 30.00 50.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 43,522 7.9 5,768 11.5 5,193 13.3 3,049 9.8 108.81

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  29,360,000株 20年3月期  14,680,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,332,490株 20年3月期  682,164株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  28,020,145株 20年3月期第2四半期  13,977,265株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)平成20年4月25日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
(2)当社は平成20年4月1日付けで、株式1株につき2株の株式分割を行っております。 
(3)本資料に記載されている業績見通し等の将来に対する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により異なる可能性があります。 
(4)当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年3月14日)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 平成19年3月14日)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

                          



【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第2四半期累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）におけるわが国経済は、米国のサブプライム・

ローン問題から発した世界的な金融市場の混乱、素材・資源価格の高騰に加え、世界的な景気後退懸念により、企業

収益は減少傾向にあり、景気の下触れのリスクが高まっております。また、個人消費は、停滞感が強まり雇用・所得

面からみると回復には向かいにくい状況であります。

　当ペットケア業界におきましては、社会の少子・高齢化が進行していく中、ペットに対する関心は益々増大し、ペッ

トケア市場への期待は非常に大きなものとなってきております。

　当社といたしましては、こうした環境の下、継続して消費者ニーズを捉えた製品の開発・市場創造に努め、国内の

ペット飼育の4大潮流「室内飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」を踏まえた製品ライン拡充と販売促進を図っ

てまいりました。

　ペットフード部門では、肥満の犬・猫が増え続ける状況の下、低カロリーでありながら、おいしさをも重視した肥

満対応製品、犬用『銀のさら　おいしいカロリーコントロール』、猫用『銀のスプーン　おいしいカロリーコントロー

ル』の発売等、4大潮流の進展によりニーズが高まりつつある差別化されたカテゴリー製品を中心に強化・販売促進を

進めました。

　ペットトイレタリー部門では、犬排泄処理用シート『デオシート』において、従来のワイドサイズより一回り大き

いサイズとなる『デオシート　ワイドプラス』の発売等、増え続けるペットの室内飼育に対応した製品の強化・販売

促進を進めました。

　以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は21,362百万円（前年同四半期比17.4%増）、営業利益は2,721百万円

（前年同四半期比28.1％増）、四半期純利益は1,442百万円（前年同四半期比23.3％増）の増収増益となりました。

　当期の中間配当金につきましては、１株あたり15円とさせていただく予定であります。

①ペットフード部門

　ペットフード部門の売上高は前年同四半期比20.0％増の13,786百万円となりました。

　当部門におきましては、日本のペット飼育の４大潮流であります「室内飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」

を踏まえた製品ライン拡充と販売促進を図ってまいりました。

　犬用フードにおきましては、室内飼育の増加、去勢・避妊率の増加による肥満犬の増加により、高まりつつある肥

満対策ニーズへ対応した製品として、犬用『銀のさら　おいしいカロリーコントロール』を発売、テレビコマーシャ

ルを放映し、お客様の認知度を高め、多くの支持をいただくことができました。こちらの製品は、従来の肥満用製品

がおいしくなさそう、食べなかったという理由から、肥満を気にしながらも、肥満用フードを使用しない、あるいは

使用をやめてしまったユーザーが非常に多いという点に注目し、おいしさと低カロリーの両立を実現した製品であり

ます。

　猫用フードにおきましては、犬と同様に増加しつつある肥満の猫に対応した『銀のスプーン　おいしいカロリーコ

ントロール』、消費者使用意向の高い”スープ“タイプのウェットフード『銀のスプーン　おいしいスープ』を発売

し、より多くのお客様の満足を得ることができました。

　平成20年9月には、犬用フードとして、室内飼育の増加から、増えつづけている小型犬に対応した「犬種専用」フー

ド『愛犬元気　ベストバランス』を発売いたしました。こちらの製品は、小型犬の中でも、人気を集める「ミニチュ

ア・ダックスフンド」「シー・ズー」「チワワ」「トイ・プードル」に適合した犬種用商品であり、角切りチキン粒

や小魚、緑黄色野菜、玄米などをミックスし、素材本来のおいしさと栄養バランスで、特定犬種の健康をサポートす

る製品です。また、低脂肪でおいしい鶏ささみ入りパウチ『銀のさら　おいしい鶏ささみ入り』、副食として、『銀

のさら　きょうのごほうび　プチごほうびパン』を発売いたしました。また猫用フードとしては、圧倒的なおいしさ

にこだわった『銀のスプーン　プレミアムグルメ』を発売いたしました。

②　ペットトイレタリー部門

　ペットトイレタリー部門の売上高は前年同四半期比13.0％増の7,575百万円となりました。

　当部門におきましては、室内飼育の増加により、ニーズの高まっている室内排泄対応製品の強化を推進いたしまし

た。

　犬の排泄処理用シート『デオシート』において、従来のワイドサイズより一回り大きいサイズとなり、増加しつつ

ある中型犬・大型犬の室内飼育に対応した『デオシート　ワイドプラス』を発売いたしましたが、このワイドプラス

の投入により、『デオシート』は、レギュラーサイズ、セミワイド、ワイド、ワイドプラス、スーパーワイドの5サイ

ズの展開となり、より犬のオーナーのニーズに適切に応えることのできるラインナップとなりました。

　平成20年9月には、オシッコを瞬間消臭し・効果が長続きする犬用消臭シート『デオシート　強力消臭パワー』を発

売いたしました。こちらは、犬の排泄処理用シートにおける、ユーザーの最大ニーズギャップである「ニオわないこ

と」に対応し、消臭マイクロカプセルを配合することにより、「オシッコの瞬間」から「ゴミ箱の中のオシッコ臭」

まで、高い消臭効果を発揮する製品です。  なお、前年同四半期比は参考として記載しております。
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２．財政状態に関する定性的情報

　前事業年度末と比較し、総資産は1,327百万円増加し、23,939百万円となりました。資産の主な増加といたしまして

は、現金及び預金が803百万円、受取手形及び売掛金が124百万円、たな卸資産が364百万円増加しております。また負

債は、買掛金が237百万増加しております。純資産は、四半期純利益1,442百万円の計上等により、1,104百万円増加し、

13,948百万円となり、自己資本比率は、58.3%となりました。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　当社を取り巻く事業環境をみますと、国内経済は、景気の先行きは不透明な状況で推移すると思われます。また原

材料価格も、弱含みの推移を示し始めたものの、まだなお高い水準に留まるものと推定されます。

　当ペットケア業界におきましては、社会現象としての少子・高齢化および晩婚化傾向が、人々にやすらぎと潤いを

求めることを促し、ペットをコミュニケーションの相手としてのより親密な存在へと変化させていくことで、ペット

飼育を求める世帯は増加していくことが考えられます。また団塊の世代のリタイアがこの傾向をさらに加速させると

思われます。

　こうした状況のもと当社は、継続して消費者ニーズを捉えた製品の開発・市場開発に努め、引き続き「室内飼育化」

「小型犬化」「高齢化」「肥満化」といった国内のペット飼育の4大潮流に対応した製品ラインナップ拡充と販売促進

を図ってまいります。

 

　平成21年3月期業績予想 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

 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

　前回発表予想(A) 42,731 5,533 4,902 2,907 103.73

　今回発表予想(B) 43,522 5,768 5,193 3,049 108.81

　増減額(B - A) 791 235 291 142 5.08

　増減率(％) 1.9 4.3 5.9 4.9 4.9

(ご参考)前期実績

(平成20年３月期)
40,349 5,171 4,581 2,776 99.27

 ※平成20年3月期 1株当たり当期純利益は株式分割による遡及修正を行っております。

　

　４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期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。

 

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

　　　　　②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　　　　たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間よ

　　　　り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算

　　　　定しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

　　　　　③リース取引に関する会計基準等の適用

　        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

　　　　おりましたが、「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日以降開始する事業年度に係る四半期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、第１四

　　　　半期会計期間からこれらの会計基準等を適用しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,590 11,787

受取手形及び売掛金 4,443 4,319

有価証券 480  

製品 1,481 1,215

原材料及び貯蔵品 526 427

繰延税金資産 800 730

その他 100 71

貸倒引当金 △35 △34

流動資産合計 20,388 18,517

固定資産   

有形固定資産 2,799 2,865

無形固定資産 12 13

投資その他の資産 739 1,215

固定資産合計 3,551 4,095

資産合計 23,939 22,612

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,939 4,701

未払金 2,674 2,480

未払法人税等 1,156 1,286

賞与引当金 270 222

その他 150 281

流動負債合計 9,190 8,971

固定負債   

退職給付引当金 566 556

その他 235 240

固定負債合計 801 796

負債合計 9,991 9,768



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,371 2,371

資本剰余金 2,558 2,558

利益剰余金 9,267 8,245

自己株式 △200 △204

株主資本合計 13,996 12,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 10

繰延ヘッジ損益 △46 △136

評価・換算差額等合計 △48 △125

純資産合計 13,948 12,844

負債純資産合計 23,939 22,612



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 21,362

売上原価 12,302

売上総利益 9,060

販売費及び一般管理費 6,338

営業利益 2,721

営業外収益  

受取利息 45

為替差益 9

その他 11

営業外収益合計 67

営業外費用  

売上割引 330

その他 2

営業外費用合計 333

経常利益 2,454

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除却損 1

特別損失合計 1

税引前四半期純利益 2,458

法人税、住民税及び事業税 1,131

法人税等調整額 △115

法人税等合計 1,015

四半期純利益 1,442



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年4月 1日
至　平成19年9月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  18,188 100.0

Ⅱ　売上原価  9,865 54.2

売上総利益  8,322 45.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  6,198 34.1

営業利益  2,124 11.7

Ⅳ　営業外収益  25 0.1

Ⅴ　営業外費用  306 1.7

経常利益  1,843 10.1

Ⅵ　特別利益  49 0.3

Ⅶ　特別損失  1 0.0

税引前中間純利益  1,891 10.4

法人税、住民税及び事業税  729 4.0

法人税等調整額  △7 0.0

中間純利益  1,169 6.4

－ 1 －
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