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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 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、原油など資源価格の高騰による原材料価格の上昇や米

国を発端とした金融不安による世界経済の減速懸念から、これまで好調だった輸出や設備投資が鈍化

し、また個人消費も低迷するなど、景気は後退局面を迎えました。 

配合飼料業界における各相場は次のとおりでした。穀物相場は、バイオエタノール需要や産地での

作付の遅れを受けて期中 高値を更新する展開となりましたが、生育が順調なこと、また米国の金融

不安から原油相場の下落等により徐々に軟調に推移しました。為替相場は、米国での景気・経済支援

対策から円安傾向を強めていましたが、期末に米国の大手証券会社の倒産などから金融市場が混乱し、

一転して円高が進みました。海上運賃は、新興国での鉄鉱石などの輸送需要が旺盛となり高騰しまし

たが、これが収まると下落に転じました。畜産物相場は、国産畜産物に対する根強い需要から、豚肉、

鶏肉及び鶏卵は相場が前年を上回りましたが、牛肉は消費が伸びず相場が前年を下回りました。 

配合飼料業界全体の販売数量は、養鶏用配合飼料が前年を下回ったものの、乳牛や肉牛用配合飼料

が増加傾向にあったため、ほぼ前年並みとなりました。 

このような状況のなか、当社グループでは、配合飼料や畜水産物など取扱製品の販売体制の拡充を

図るとともに、農場関連子会社での生産成績改善に注力し、安定した成績の確立と収益の確保を推進

しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における配合飼料の販売数量は前年を大きく上回り、売上高

も 629億８千２百万円となりましたが、原材料価格の著しい高騰を受け経常損失は２億５千４百万円、

四半期純損失は４億４千１百万円となりました。 

  

事業別の概況は次のとおりです。 

 

 飼料事業 

当第２四半期連結累計期間における原料の仕入れに関する各相場は以下のとおりとなりました。主

原料であるとうもろこしの相場は、米国産地での天候不良による作付悪化などを受け上昇を続けまし

たが、天候が好転し作柄が良好になったこと、また原油など商品市場から投資資金が流出したことか

ら期末に向け軟調な展開になりました。外国為替相場は、米国経済指標の持ち直しから円安傾向を強

めていましたが、金融市場の混乱をきっかけに円高が進みました。海上運賃相場は、中国での鉄鋼需

要の沈静化により下落しました。 

このようななか、飼料事業では、ニーズを先取りした新飼料の発売や一部既存製品を一新するなど

行い、販売シェアの拡大を推進するとともに、製品品質の更なる向上を目指し、配合飼料製造工場で

の抗菌性適正製造基準（GMP）の取得や有機 JAS 認定など、製造管理の徹底を推し進めました。この

結果、畜水産用飼料販売量全体で前年同期を上回り、売上高も 480億２百万円となりましたが、原価

の上昇の影響を受け、営業利益は５千６百万円となりました。 

 

畜産事業 

畜産物相場の状況は、次のとおりでした。牛肉は、生産量が増加したものの消費が伸びなかったた

め相場は前年を下回りました。豚肉は、輸入量の増加が見られたものの国産需要の伸びから相場は前

年を上回りました。鶏肉は、国産志向の高まりから相場は前年を上回りました。鶏卵は、生産量の減

少傾向もあり相場は前年を上回りました。 

このような環境の下、畜産事業では、トレーサビリティーへの対応など品質管理に対する一層の徹

底を図るとともに販路拡大に取組みましたが、配合飼料価格の値上げなど原価が上昇したため、売上

高は 114 億７百万円、営業損失は２億３千４百万円となりました。 

 

その他の事業 

その他の事業においては、暑熱対策の補強飼料など季節需要の高い自社商品資材の販売推進に取組

みました。結果、売上高は 35 億７千１百万円となり、営業利益も１億３千２百万円となりました。 

 

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 

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ５億４千５百万円増加しました。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、原材料及び貯蔵品が 10億２千７百万円減少したこと及び投資有価証券が 10億

４千５百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金の増加が 34 億７千１百万円あったことなどによ

る増加であります。 

 負債は、短期借入金が 10 億１千３百万円増加したこと及び支払手形及び買掛金が７億４千万円増

加したことなどにより前連結会計年度末に比べ 18億３千９百万円の増加となりました。 
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純資産は、利益剰余金が６億５千６百万円減少したこと及びその他有価証券評価差額金が６億１千

６百万円減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ 12億９千３百万円の減少となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

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）の残高は 16 億８千３百万円

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、12 億９千万円となりました。これは主に減価償却費が９億３千５

百万円、減損損失が２億９千３百万円、たな卸資産の減少が 10 億１千３百万円及び仕入債務の増加

が７億４千７百万円あった一方で、税金等調整前四半期純損失が５億４千９百万円、売上債権の増加

が 34 億７千２百万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、２億７千２百万円となりました。これは主に有形及び無形固定資

産の取得による支出が７億９千１百万円あったこと及び貸付けによる支出が３億９千３百万円あっ

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４億４千２百万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、８億８千４百万円となりました。これは主に長期借入金の約定弁

済を 19 億９千７百万円行ったこと、支払利息の支払いを２億６千２百万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、短期借入金の増加が８億３百万円、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 

通期の連結業績予想につきましては、平成 20 年 10 月 29 日に公表しました「特別損失の計上およ

び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 

①簡便な会計処理 

    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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    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は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

成 19 年内閣府令第 64 号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりま

す。 

  なお、当第２四半期連結累計期間（平成 20年４月１日から平成 20 年９月 30 日まで）は、「財務

諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 20 年８月７日内

閣府令第 50 号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

を早期適用しております。 

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 96,938千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 1,887,425 2,021,972 

受取手形及び売掛金 24,078,314 20,606,891 

商品及び製品 987,051 988,020 

原材料及び貯蔵品 4,116,099 5,143,924 

動物 2,265,240 2,177,893 

その他 2,217,520 2,753,232 

貸倒引当金 △402,233 △396,768 

流動資産合計 35,149,418 33,295,166 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 6,106,278 6,442,948 

土地 6,822,204 6,991,681 

その他（純額） 3,717,851 3,240,885 

有形固定資産合計 16,646,334 16,675,515 

無形固定資産  

のれん 430,480 494,788 

その他 238,911 231,742 

無形固定資産合計 669,391 726,530 

投資その他の資産  

投資有価証券 5,447,744 6,493,543 

その他 5,085,581 5,164,252 

貸倒引当金 △1,742,944 △1,645,030 

投資その他の資産合計 8,790,382 10,012,764 

固定資産合計 26,106,108 27,414,810 

資産合計 61,255,527 60,709,977 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 12,893,612 12,153,575 

短期借入金 19,701,671 18,688,652 

未払法人税等 123,192 166,808 

役員賞与引当金 5,750 ― 

その他 4,826,344 4,948,754 

流動負債合計 37,550,570 35,957,790 

固定負債  

長期借入金 10,209,609 9,786,393 

退職給付引当金 1,379,776 1,457,397 

役員退職慰労引当金 16,245 84,450 

負ののれん 1,511 3,022 

その他 1,463,997 1,493,343 

固定負債合計 13,071,139 12,824,607 

負債合計 50,621,709 48,782,398 
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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 6,563,157 6,563,157 

資本剰余金 2,174,453 2,174,453 

利益剰余金 567,728 1,224,405 

自己株式 △9,296 △7,930 

株主資本合計 9,296,042 9,954,085 

 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 991,068 1,607,750 

繰延ヘッジ損益 △49,306 △9,883 

評価・換算差額等合計 941,762 1,597,867 

 少数株主持分 396,013 375,626 

 純資産合計 10,633,817 11,927,579 

負債純資産合計 61,255,527 60,709,977 
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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 62,982,292

売上原価 57,847,133

売上総利益 5,135,159

販売費及び一般管理費 5,542,186

営業損失（△） △407,027

営業外収益 

 受取利息 15,627

 受取配当金 87,000

 負ののれん償却額 1,511

 卵価安定基金割戻金 393,301

 その他 80,854

 営業外収益合計 578,295

営業外費用 

 支払利息 263,164

 持分法による投資損失 24,789

 貸倒引当金繰入額 114,198

 その他 24,022

 営業外費用合計 426,175

経常損失（△） △254,907

特別利益 

 固定資産売却益 7,920

投資有価証券売却益 11,945

 貸倒引当金戻入額 30,714

 特別利益合計 50,581

特別損失 

 固定資産売却損 24,769

 固定資産除却損 24,312

 減損損失 293,798

 その他 2,792

 特別損失合計 345,673

税金等調整前四半期純損失（△） △549,998

法人税、住民税及び事業税 85,581

法人税等調整額 △215,388

法人税等合計 △129,806

少数株主利益 21,000

四半期純損失（△） △441,193
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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損失（△） △549,998

減価償却費 935,107

減損損失 293,798

 のれん償却額 64,307

 負ののれん償却額 △1,511

 持分法による投資損益（△は益） 24,789

投資有価証券売却損益（△は益） △11,945

投資有価証券評価損益（△は益） 2,243

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △77,621

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,750

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △68,205

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 103,379

 受取利息及び受取配当金 △102,628

 支払利息 263,164

 固定資産除売却損益（△は益） 41,161

 売上債権の増減額（△は増加） △3,472,993

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,013,753

 仕入債務の増減額（△は減少） 747,634

 その他 △339,113

小計 △1,128,929

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 △1,290,059

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 △110,855

定期預金の払戻による収入 112,533

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △791,349

 有形及び無形固定資産の売却による収入 61,743

 投資有価証券の取得による支出 △21,949

 投資有価証券の売却による収入 872,647

 貸付けによる支出 △393,133

 貸付金の回収による収入 442,457

 利息及び配当金の受取額 102,656

 事業譲受による支出 △7,911

 その他 5,950

投資活動によるキャッシュ・フロー 272,790

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） 803,908

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 △1,997,674

 利息の支払額 △262,016

 配当金の支払額 △215,483

 リース債務の返済による支出 △72,968

 その他 △1,365

財務活動によるキャッシュ・フロー 884,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,868

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 1,683,495
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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は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成 19

年内閣府令第 64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間（平成 20年４月１日から平成 20年９月 30日まで）は、「財務諸表の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 20 年８月７日内閣府令第 50

号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用しており

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 
48,002,472 11,407,825 3,571,994 62,982,292  ― 62,982,292

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
4,641,359 671,815 430,313 5,743,488 (5,743,488) ―

計 52,643,831 12,079,641 4,002,307 68,725,780 (5,743,488) 62,982,292

 営業利益又は営業損失(△) 56,634 △234,462 132,166 △45,661 (361,365) △407,027

(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） 

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。 
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「参考資料」 
 前年同四半期に係る財務諸表等 

 （1）中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高 51,871,107 100.0

Ⅱ 売上原価 45,395,637 87.5

売上総利益 6,475,470 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

販売費 4,202,415

一般管理費 1,080,042 5,282,457 10.2

営業利益 1,193,012 2.3

Ⅳ 営業外収益 

受取利息 28,125

受取配当金 70,882

肉豚基金割戻金 107,505

受取保険料 5,742

その他 105,716 317,972 0.6

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 244,625

持分法による投資損失 9,329

貸倒引当金繰入額 915

その他 14,336 269,206 0.5

経常利益 1,241,778 2.4

Ⅵ 特別利益 

固定資産売却益 8,716 8,716 0.0

Ⅶ 特別損失 

固定資産売却損 26,772

固定資産除却損 31,157

貸倒引当金繰入額 187,000

投資有価証券評価損 10,760

役員退職慰労引当金繰入額 116,126 371,817 0.7

税金等調整前中間純利益 878,677 1.7

法人税、住民税及び事業税 480,328

法人税等調整額 43,509 523,838 1.0

少数株主利益 50,536 0.1

中間純利益 304,302 0.6
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 (2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 

税金等調整前中間純利益 878,677

減価償却費 776,644

のれん償却額 64,307

負ののれん償却額 △1,511

持分法による投資損失 9,329

投資有価証券評価損 10,760

退職給付引当金の増減額 △88,067

役員退職慰労引当金の増減額 75,993

役員賞与引当金の増減額 △5,000

貸倒引当金の増減額  328,129

受取利息及び受取配当金 △99,008

支払利息 244,625

固定資産除売却損益 49,214

売上債権の増減額 △1,902,719

たな卸資産の増減額 △901,201

仕入債務の増減額 1,127,206

その他の増減額 38,571

小計 605,952

法人税等の支払額 △553,089

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
52,863

Ⅱ 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 △9,300

定期預金の払戻による収入 7,200

有形・無形固定資産の取得 

による支出 
△450,607

有形・無形固定資産の売却 

による収入 
28,932

投資有価証券の取得による支出 △26,457

貸付けによる支出 △338,780

貸付金の回収による収入 366,953

利息及び配当金の受取額 106,554

事業譲受による支出 △801,321

新規連結子会社の取得に 

よる支出 
38,717

その他の増減額 23,520

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△1,054,588
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前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 

Ⅲ 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 1,067,971

長期借入れによる収入 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,710,674

利息の支払額 △240,325

配当金の支払額 △215,498

少数株主からの払込による収入 3,000

その他の増減額 △488

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
903,984

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △97,741

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,190,691

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末残高 
2,092,949

   

 
 
(3) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
   前中間連結会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年９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 
38,437,604 9,730,100 3,703,403 51,871,107  ―  51,871,107

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
3,568,958 684,925 409,984 4,663,868 (4,663,868)  ―

計 42,006,562 10,415,025 4,113,388 56,534,976 (4,663,868)  51,871,107

営業費用 40,720,468 10,427,078 3,940,976 55,088,523 (4,410,427)  50,678,095

営業利益又は 

営業損失(△) 
1,286,094 △12,052 172,411 1,446,453 (253,440)  1,193,012

 

【所在地別セグメント情報】 
   前中間連結会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年９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】 
   前中間連結会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年９月 30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 


