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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 74,476 ― △344 ― △314 ― △185 ―
20年3月期第2四半期 60,239 24.1 2,188 98.0 2,261 98.2 1,384 102.4

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 △6.98 ―
20年3月期第2四半期 52.24 ―

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 67,974 28,698 42.2 1,083.09
20年3月期 64,013 29,325 45.8 1,106.66

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  28,698百万円 20年3月期  29,325百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 16.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 158,000 25.2 1,400 △43.8 1,450 △43.7 850 △42.9 32.08

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  無  

(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） 

(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．平成20年７月29日に公表しました平成21年３月期の業績予想につきましては、本資料において修正しております。その詳細につきましては、本日平成20年10月30日
公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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大きく異なる可能性があります。 
３．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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  26,535,508株 20年3月期  26,535,508株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  38,887株 20年3月期  36,718株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  26,497,653株 20年3月期第2四半期  26,503,927株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発した世界金
融市場の混乱、原油及び原材料価格の一段の高騰に伴う物価上昇等により個人消費の停滞基調が強まり、
国内景気の減速感は一段と強まりました。 
当業界を取り巻く環境は、主原料であるとうもろこしの米国における作付面積の減少と天候不順による

作柄悪化の懸念により６月には史上最高値を記録し、その後相場は下落したものの、原材料価格は総じて
コスト高の厳しい状況が続きました。 
このような状況のなか、当社グループは、新市場の開拓はもとより顧客の要望に合致した新製品の開

発、積極的な販売活動の推進による売上拡大を図る一方、生産性向上、経費の削減等により業績の向上に
努めてまいりました。 
その結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は飼料販売価格の値上げを４、７月に実施したこと

及び販売数量が前年同期を上回ったことにより７４４億７６百万円となりました。原材料価格の高騰によ
るコスト上昇を価格転嫁できなかったこと及び穀物価格の下落に伴う棚卸資産の評価損により営業損失は
３億４４百万円となりました。経常損失は３億１４百万円、四半期純損失は１億８５百万円となりまし
た。 
なお、セグメント別の売上高につきましては、飼料事業は６６４億９２百万円、畜産用機器事業は１０

億９９百万円、不動産賃貸事業は２億１７百万円、その他事業は６６億６５百万円となりました。 
  

当第２四半期末における総資産は６７９億７４百万円となり、前会計年度末に比べ３９億６０百万円増
加いたしました。資産の部は、流動資産が４００億９７百万円となり、前会計年度末に比べ４２億４２百
万円増加いたしました。固定資産は２７８億７６百万円となり、前会計年度末に比べ２億８１百万円減少
いたしました。 
負債の部は、流動負債が３１２億５５百万円となり、前会計年度末に比べ４６億１１百万円増加いたし

ました。固定負債は８０億２１百万円となり、前会計年度末に比べ２３百万円減少いたしました。 
純資産の部は、２８６億９８百万円となり、前会計年度末に比べ６億２７百万円減少いたしました。こ

の結果、自己資本比率は４２．２％となりました。 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は７億９８百万円となり、前会計
年度末に比べ４６百万円減少いたしました。 
当第２四半期累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであり

ます。 
減価償却費の計上及び仕入債務の増加があったものの、売上債権の増加等により、営業活動によるキャ

ッシュ・フローは３５億７４百万円の資金の減少となりました。 
固定資産の売却による収入等の結果、投資活動によるキャッシュ・フローは２５百万円の資金の増加と

なりました。 
また、借入金の増加等の結果、財務活動によるキャッシュ・フローは３５億２百万円の資金の増加とな

りました。 
  

平成20年７月29日に公表しました平成21年３月期の業績予想につきましては、本資料において修正して
おります。その詳細につきましては、本日平成20年10月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」
をご参照下さい。 

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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．棚卸資産の評価基準については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりました
が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）
が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（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。この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①財政状況

②キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 798,732 845,418 

受取手形及び売掛金 29,490,322 24,968,015 

商品及び製品 1,667,560 1,692,398 

仕掛品 291,446 261,623 

原材料及び貯蔵品 5,167,513 5,152,237 

その他 2,832,843 3,098,506 

貸倒引当金 △150,781 △162,632 

流動資産合計 40,097,637 35,855,568 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 7,924,015 8,014,308 

機械装置及び運搬具（純額） 6,548,581 7,055,421 

工具、器具及び備品（純額） 718,811 653,275 

土地 7,142,189 7,133,618 

建設仮勘定 63,340 35,817 

有形固定資産合計 22,396,938 22,892,441 

無形固定資産 271,809 316,286 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,696,712 3,101,545 

長期貸付金 1,180,426 1,215,049 

その他 1,729,628 1,094,669 

貸倒引当金 △398,672 △461,655 

投資その他の資産合計 5,208,094 4,949,608 

固定資産合計 27,876,842 28,158,336 

資産合計 67,974,480 64,013,904 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 10,399,613 9,156,840 

短期借入金 16,100,000 12,200,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,110,000 2,148,000 

未払法人税等 95,985 478,127 

賞与引当金 323,823 337,989 

役員賞与引当金 － 45,000 

その他 2,225,840 2,277,971 

流動負債合計 31,255,263 26,643,929 

固定負債 

長期借入金 4,691,000 4,837,000 

退職給付引当金 353,873 359,218 

負ののれん 442,788 487,547 

その他 2,533,369 2,360,972 

固定負債合計 8,021,031 8,044,738 

負債合計 39,276,294 34,688,667 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 2,695,214 2,695,214 

資本剰余金 2,355,340 2,355,288 

利益剰余金 23,018,751 23,415,793 

自己株式 △27,998 △26,275 

株主資本合計 28,041,307 28,440,021 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 675,541 915,026 

繰延ヘッジ損益 △18,663 △29,811 

評価・換算差額等合計 656,878 885,215 

純資産合計 28,698,186 29,325,237 

負債純資産合計 67,974,480 64,013,904 
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 74,476,190 

売上原価 69,708,832 

売上総利益 4,767,358 

販売費及び一般管理費 

運賃 1,226,539 

飼料価格安定基金負担金 1,488,813 

賞与引当金繰入額 198,264 

その他 2,198,200 

販売費及び一般管理費合計 5,111,817 

営業利益 △344,459 

営業外収益 

受取利息 16,661 

受取配当金 39,188 

負ののれん償却額 44,759 

保管料収入 81,623 

その他 52,345 

営業外収益合計 234,579 

営業外費用 

支払利息 121,192 

保管料原価 66,724 

その他 16,480 

営業外費用合計 204,397 

経常利益 △314,277 

特別利益 

固定資産売却益 565 

投資有価証券売却益 48 

貸倒引当金戻入額 75,054 

特別利益合計 75,668 

特別損失 

固定資産除売却損 14,349 

投資有価証券評価損 9,587 

ゴルフ会員権評価損 3,061 

特別損失合計 26,998 

税金等調整前四半期純利益 △265,606 

法人税、住民税及び事業税 87,524 

法人税等調整額 △168,079 

法人税等合計 △80,555 

四半期純利益 △185,051 
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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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 △265,606 

減価償却費 1,214,812 

負ののれん償却額 △44,759 

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,165 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,345 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △75,054 

受取利息及び受取配当金 △55,850 

支払利息 121,192 

投資有価証券売却損益（△は益） △48 

投資有価証券評価損益（△は益） 9,587 

ゴルフ会員権評価損 3,061 

固定資産除売却損益（△は益） 13,783 

売上債権の増減額（△は増加） △4,536,597 

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,260 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,215,808 

その他 △575,333 

小計 △3,059,776 

利息及び配当金の受取額 55,929 

利息の支払額 △124,399 

法人税等の支払額 △446,111 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,574,357 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

貸付けによる支出 △137,000 

貸付金の回収による収入 137,782 

有価証券の取得による支出 △4,890 

有価証券の売却による収入 267 

固定資産の取得による支出 △694,316 

固定資産の売却による収入 769,746 

その他の支出 △100,781 

その他の収入 54,750 

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,559 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 18,300,000 

短期借入金の返済による支出 △14,400,000 

長期借入れによる収入 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △1,184,000 

自己株式の取得による支出 △2,237 

自己株式の売却による収入 565 

配当金の支払額 △212,215 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,502,112 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,685 

現金及び現金同等物の期首残高 845,418 

現金及び現金同等物の四半期末残高 798,732 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

(注) １ 事業区分は製品・商品の種類及び性質を考慮した区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 (1) 飼料事業……………養鶏用、養豚用、養牛用及び養魚用飼料、ペットフード 

 (2) 畜産用機器事業……畜産用機器 

 (3) 不動産賃貸事業……不動産賃貸 

 (4) その他事業…………畜産物、肥料等 

  

本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

飼料事業 
(千円)

畜産用
機器事業 
(千円)

不動産
賃貸事業 
(千円)

その他
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

66,492,982 1,099,456 217,807 6,665,944 74,476,190 ― 74,476,190

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,802 3,570 7,643 13,015 (13,015) ―

計 66,492,982 1,101,258 221,377 6,673,587 74,489,206 (13,015) 74,476,190

 営業利益又は営業損失(△) △ 191,629 148,487 152,961 58,230 168,050 (512,509) △ 344,459

【所在地別セグメント情報】

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

【海外売上高】

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

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

 

  

「参考資料」

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 60,239,817

Ⅱ 売上原価 53,279,906

   売上総利益 6,959,911

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,771,021

   営業利益 2,188,889

Ⅳ 営業外収益 251,837

Ⅴ 営業外費用 178,888

   経常利益 2,261,838

Ⅵ 特別利益 93,115

Ⅶ 特別損失 33,992

   税金等調整前四半期純利益 2,320,961

   法人税、住民税及び事業税 1,029,539

   法人税等調整額 △ 93,115

   四半期純利益 1,384,536
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

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 2,320,961

   減価償却費 1,487,380

   負ののれん償却額 △ 44,759

   賞与引当金の増減額（減少：△） 204,378

   役員賞与引当金の増減額（減少：△） △ 47,000

   退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 1,289

   貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 92,612

   受取利息及び受取配当金 △ 51,061

   支払利息 111,095

   投資有価証券評価損 21,355

   固定資産売却益 △ 502

   固定資産除売却損 12,637

   売上債権の増減額（増加：△） △ 855,695

   たな卸資産の増減額（増加：△） △ 1,148,087

   仕入債務の増減額（減少：△） △ 700,395

   その他の増減額 263,380

    小計 1,479,784

   利息及び配当金の受取額 51,440

   利息の支払額 △ 110,471

   法人税等の支払額 △ 570,782

   営業活動によるキャッシュ・フロー 849,972

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   貸付けによる支出 △ 68,500

   貸付金の回収による収入 93,220

   有価証券の売却による収入 18,000

   固定資産の取得による支出 △ 520,947

   固定資産の売却による収入 40,284

   その他投資等の取得による支出 △ 29,257

   その他投資等の売却による収入 46,509

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 420,689

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 15,200,000

   短期借入金の返済による支出 △ 15,100,000

   長期借入れによる収入 900,000

   長期借入金の返済による支出 △ 1,128,000

   自己株式の取得による支出 △ 5,080

   自己株式の売却による収入 871

   配当金の支払額 △ 159,648

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 291,857

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 137,425

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 536,369

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 673,794
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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２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

(注) １ 事業区分は製品・商品の種類及び性質を考慮した区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 (1) 飼料事業……………養鶏用、養豚用、養牛用及び養魚用飼料、ペットフード 

 (2) 畜産用機器事業……畜産用機器 

 (3) 不動産賃貸事業……不動産賃貸 

 (4) その他事業…………畜産物、肥料、リース等 

  

本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

  

  

飼料事業 
(千円)

畜産用
機器事業 
(千円)

不動産
賃貸事業 
(千円)

その他
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

52,699,476 1,562,492 221,960 5,755,887 60,239,817 ― 60,239,817

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 39 3,570 20,904 24,513 (24,513) ―

計 52,699,476 1,562,531 225,530 5,776,792 60,264,330 (24,513) 60,239,817

 営業利益 2,079,912 349,852 140,763 104,257 2,674,785 (485,896) 2,188,889

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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