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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 150,886 ― 4,800 ― 6,041 ― 4,478 ―

20年3月期第2四半期 145,417 3.6 4,726 3.9 5,886 13.3 4,782 36.3

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 14.81 ―

20年3月期第2四半期 17.03 14.53

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 206,850 67,865 31.8 217.97
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2四半期  65,878百万円 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  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

通期 299,000 4.2 9,000 11.0 10,400 8.3 7,100 1.8 23.49

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、４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。  

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2四半期  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2四半期  1,560,618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2四半期  302,497,743株 20年3月期第2四半期  280,824,130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 

 当第２四半期連結累計期間における日本経済は、世界的な金融市場の混乱から景気後退懸念が強まっております。

個人消費についても食品を含めた生活用品価格の高騰や雇用者所得の伸び悩み等により弱めの動きとなっており、景

気の先行きに不透明感が増しております。 

 こうした経済環境の下、乳製品の国際相場はやや弱含みの傾向を示したものの、国内の物流コストや原材料の調達

コストは引き続き上昇傾向を示し、厳しい事業環境が継続する状況となっております。全般的に食品価格が上昇する

中で消費者は価格に対して従来以上に敏感となる一方、中国における乳製品へのメラミン混入事件等を発端に食品の

安心・安全に対する関心がより一層高まる状況となっております。 

 このような情勢に対応するため、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り組んでおります。当第２四半期連結累計期間におきましては、北海道

産の生乳を１００％使用した主力チーズブランド「雪印北海道１００」の拡販に注力するとともに、同ブランドの新

商品を３月に６品、９月に４品投入いたしました。また、原料・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。 

 生産面では、原材料コストや生産コストの上昇に対応するため調達、生産、物流のコスト構造改革に取り組んでま

いりました。 

 財務面では、財務基盤の安定化と普通株式の価値向上のために、６月に自己株式（Ｃ種優先株式）の取得及び消却

を行い、潜在的な株式価値希薄化の解消とＣ種優先株式の配当負担の軽減を図りました。 

 また、グループ会社に関しましては、平成19年12月に雪印種苗㈱の株式に対する公開買付を実施し、平成20年５月

15日に完全子会社化いたしました。当第２四半期連結累計期間におきましては、酪農家向けの新商品開発や自給飼料

のプロモーションに共同で取り組み、酪農生産者の生乳生産コスト低下と生乳生産量拡大への寄与を通じた飼料・種

子の販売基盤拡充と原料乳の調達基盤安定化に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は150,886百万円、営業利益は4,800百

万円、経常利益は6,041百万円、純利益は4,478百万円となりました。  

    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月に新しく発売した

   育児用粉ミルクが寄与したこと、油脂部門は、「ネオソフト」などの家庭用マーガリンが好調に推移したこと、ま

   た、食品事業全体で価格改定が浸透したことにより、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114,207百万円になりました。 

   ②飼料・種苗事業 

    飼料事業の売上高は、配合飼料の取扱い数量の増加と穀物価格の高騰などによる価格改定のため前年同期を大幅

   に上回り、また、種苗事業の売上高も牧草種子などの拡販により前年同期を上回りました。 

    この結果、飼料・種苗事業における売上高は25,993百万円になりました。 

   ③その他事業 

    その他事業における売上高は14,496百万円になりました。 

  

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２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して4,419百万円の増加となりました。これは主に、売上

債権の増加やたな卸資産の増加により、流動資産が増加したことによるものです。 

（負債の部）  

  当第２四半期連結会計期間末の負債は、前期末と比較して5,216百万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、短期借入金が増加したことによるものです。 

（純資産の部） 

  当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前期末と比較して797百万円の減少となりました。これは主に、少数株

主持分が減少したことによるものです。 

                                         



（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、6,584百万円となり前連結会計年度末と比べ

48百万円増加しました。 

  当第２四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、1,991百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純

利益が6,057百万円となったこと、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2,524百万円

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2,662百万円と

なったことなどによるものです。 

 （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、4,474百万円の支出となりました。これは主に、遊休土地等固定資産の

売却や金銭信託の償還によりそれぞれ870百万円、1,201百万円の収入があった一方で、有形及び無形固定資産や投

資有価証券の取得により6,791百万円を支出し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、2,546百万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 

     通期の見通しにつきましては、原材料価格の高騰、生産コスト・流通コストの上昇ならびに国内における生乳需給

  の逼迫等が見込まれます。また、価格に加えて、食品の安心・安全に対する消費者の意識はなお一層高まることが予

    想されます。 

   このような状況において、当社は平成20年５月に策定した「中期経営計画」に基づき、「事業基盤の強化」、「コ

  ア事業の強化」、「乳資源価値の極大化」、「価値の創造」に取り組み、厳しい事業環境の中で通期業績見通しの達

  成に努めてまいります。 

 なお、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２四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。 

  

③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、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 

    っております。    

        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おります。  

        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、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 6,769 6,765

受取手形及び売掛金 38,260 35,736

有価証券 － 104

商品及び製品 20,791 18,591

仕掛品 543 653

原材料及び貯蔵品 6,735 6,161

繰延税金資産 3,961 4,036

その他 7,019 7,444

貸倒引当金 △352 △416

流動資産合計 83,728 79,077

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,597 20,197

機械装置及び運搬具（純額） 19,654 20,256

土地 45,205 45,778

その他（純額） 2,235 1,803

有形固定資産合計 87,693 88,036

無形固定資産 2,742 2,963

投資その他の資産   

投資有価証券 17,978 16,680

繰延税金資産 10,554 11,361

その他 5,487 5,497

貸倒引当金 △1,334 △1,186

投資その他の資産合計 32,686 32,353

固定資産合計 123,121 123,353

資産合計 206,850 202,431

                                         



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,114 29,660

短期借入金 39,694 32,975

未払法人税等 533 544

賞与引当金 2,094 1,584

その他 13,392 15,263

流動負債合計 85,828 80,028

固定負債   

社債 6,200 6,200

長期借入金 22,864 22,931

繰延税金負債 971 973

再評価に係る繰延税金負債 10,310 10,482

退職給付引当金 4,179 4,255

役員退職慰労引当金 239 218

ギフト券引換引当金 296 311

負ののれん 4,423 4,433

その他 3,670 3,933

固定負債合計 53,156 53,740

負債合計 138,985 133,768

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 29,197 28,552

自己株式 △515 △393

株主資本合計 49,706 49,182

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 146 522

繰延ヘッジ損益 △99 △149

土地再評価差額金 15,311 15,569

為替換算調整勘定 813 759

評価・換算差額等合計 16,172 16,701

少数株主持分 1,987 2,779

純資産合計 67,865 68,663

負債純資産合計 206,850 202,431

                                         



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 150,886

売上原価 117,209

売上総利益 33,676

販売費及び一般管理費 28,875

営業利益 4,800

営業外収益  

受取利息 39

受取配当金 221

負ののれん償却額 468

持分法による投資利益 807

その他 736

営業外収益合計 2,274

営業外費用  

支払利息 733

その他 300

営業外費用合計 1,033

経常利益 6,041

特別利益  

固定資産売却益 264

貸倒引当金戻入額 99

その他 54

特別利益合計 419

特別損失  

固定資産売却損 10

固定資産除却損 237

減損損失 62

その他 91

特別損失合計 402

税金等調整前四半期純利益 6,057

法人税等 1,405

少数株主利益 174

四半期純利益 4,478

                                         



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 6,057

減価償却費 2,929

減損損失 62

持分法による投資損益（△は益） △807

負ののれん償却額 △468

貸倒引当金の増減額（△は減少） 84

賞与引当金の増減額（△は減少） 510

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75

ギフト券引換引当金の増加額（△は減少） △15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20

固定資産除売却損益（△は益） △17

受取利息及び受取配当金 △261

支払利息 733

売上債権の増減額（△は増加） △2,524

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,662

仕入債務の増減額（△は減少） 485

その他 △1,284

小計 2,766

利息及び配当金の受取額 392

利息の支払額 △725

法人税等の支払額 △442

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,991

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 △11

貸付けによる支出 △36

貸付金の回収による収入 294

有形及び無形固定資産の取得による支出 △5,541

有形固定資産の売却による収入 870

投資有価証券の取得による支出 △1,250

投資有価証券の売却による収入 6

金銭信託の償還による収入 1,201

その他 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,474

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） 7,186

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 △3,203

優先株式取得による支出 △2,829

配当金の支払額 △1,238

少数株主への配当金の支払額 △37

その他 △160

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,546

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 48

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 6,584

                                         



 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 

〔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） 

 （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おります。 

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 

〔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） 

          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おります。 

  

〔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） 

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

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

         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おります。その結果、当第２

        四半期連結会計期間末において利益剰余金が29,197百万円、自己株式が△515百万円となっております。 

  

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） 

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 114,195 25,369 11,321 150,886 ― 150,886 

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
12 623 3,175 3,811 (3,811) ― 

計 114,207 25,993 14,496 154,698 (3,811) 150,886 

営業利益又は営業損失（△） 4,232 △38 606 4,800 (―) 4,800 

                                         



  

  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（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（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   145,417 100.0

Ⅱ 売上原価   112,848 77.6

売上総利益   32,569 22.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   27,842 19.1

営業利益   4,726 3.3

Ⅳ 営業外収益      

１ 受取利息 51    

２ 受取配当金 160    

３ 不動産賃貸料 241    

４ 匿名組合損益  544    

５ 持分法による投資利益 1,239    

６ その他収益 408 2,646 1.8

Ⅴ 営業外費用      

１ 支払利息 762    

２ たな卸資産除却売却損 252    

３ その他費用 470 1,486 1.0

経常利益   5,886 4.1

Ⅵ 特別利益      

１ 固定資産売却益 1,017    

２ その他雑収益 147 1,165 0.8

Ⅶ 特別損失      

１ 固定資産除却売却損 158    

２ 減損損失  1,128    

３ たな卸資産処分損 368    

４ その他雑損失 219 1,875 1.3

税金等調整前中間純利益   5,176 3.6

法人税、住民税及び事業税 706    

法人税等調整額 △714 △8 △0.0

少数株主利益   402 0.3

中間純利益   4,782 3.3

       

                                         



（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（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 5,176 

減価償却費 2,452 

減損損失 1,128 

持分法による投資利益 △1,239

貸倒引当金の減少額 △129

賞与引当金の増加額 32 

退職給付引当金の減少額 △423

役員退職給与引当金の減少額 △228

受取利息及び受取配当金 △212

支払利息 762 

固定資産売却益 △1,017

固定資産除売却損・評価損 210 

売上債権の増加額 △5,088

たな卸資産の減少額 4,772 

仕入債務の増加額 460 

その他の減少額 △662

小計 5,995 

利息及び配当金の受取額 319 

利息の支払額 △746

法人税等の支払額 △384

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,183 

 

                                         



  
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（百万円） 

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 △24

貸付による支出 △149

貸付金の回収による収入 170 

固定資産の取得による支出 △9,550

有形・無形固定資産の売却による
収入 

2,675 

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却による収入 460 

金銭信託の償還による収入 300 

出資金の払戻しによる収入 4,007 

その他の減少額 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,111

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純減少額 △2,220

長期借入金の返済による支出 △2,559

長期借入による収入 2,470 

株式発行による収入 12,281 

配当金の支払額 △998

優先株式の取得による支出 △11,400

その他の減少額 △96

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,522

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △61

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 487 

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中間期末残高 7,935 

                                         



（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） 

 （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おります。 

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 

〔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） 

          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おります。 

  

〔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） 

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

  

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） 

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 110,756 22,505 12,155 145,417 ― 145,417 

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
153 528 3,423 4,106 (4,106) ― 

計 110,910 23,033 15,579 149,524 (4,106) 145,417 

営業費用 107,697 22,458 14,641 144,797 (4,106) 140,690 

営業利益 3,213 575 938 4,726 (―) 4,726 

                                         



（金額：百万円）

(連結）

総資産 202,431 206,850 4,419

純資産 68,663 67,865 △797

自己資本 65,883 65,878 △5

自己資本比率 32.5 % 31.8 % △0.7%

有利子負債 62,106 68,758 6,652

従業員数 2,644 人 2,695 人 51

連結子会社数 15 社 15 社

持分法適用会社数 10 社 10 社

(連結）

総資産 208,457 206,850 △1,606

純資産 77,946 67,865 △10,080

自己資本 64,491 65,878 1,386

自己資本比率 30.9 % 31.8 % 0.9%

有利子負債 62,646 68,758 6,112

従業員数 2,691 人 2,695 人 4

連結子会社数 15 社 15 社

持分法適用会社数 11 社 10 社 △1

(連結）

売上高 145,417 (100.0%) 150,886 (100.0%) 5,468 103.8%

営業利益 4,726 (3.3%) 4,800 (3.2%) 73 101.6%

営業外収支 1,159 1,240 80

経常利益 5,886 (4.1%) 6,041 (4.0%) 154 102.6%

特別損益 △ 709 16 726

税前四半期純利益 5,176 (3.6%) 6,057 (4.0%) 881 117.0%

法人税等 △ 8 1,405 1,413

少数株主利益 402 174 △228

四半期純利益 4,782 (3.3%) 4,478 (3.0%) △303 93.7%

営業ＣＦ 5,183 1,991 △3,192

投資ＣＦ △2,111 △4,474 △2,362

財務ＣＦ △2,522 2,546 5,069

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高

食品 110,910 114,207 3,297

飼料・種苗 23,033 25,993 2,959

その他 15,579 14,496 △1,083

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別営業利益

食品 3,213 4,232 1,019

飼料・種苗 575 △ 38 △613

その他 938 606 △331

前第２四半期 当第２四半期
増　減

(H19.9) (H20.9)

前年同期比
前第２四半期 当第２四半期

(H19.4～H19.9) (H20.4～H20.9)

前期末

(H20.3)

平成21年3月期　第２四半期決算短信参考資料

当第２四半期

(H20.9)
増　減

増　減
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