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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 116,990 ― △134 ― △116 ― △84 ―
20年3月期第3四半期 93,666 23.4 2,577 61.4 2,660 62.1 1,626 81.8

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3四半期 △3.19 ―
20年3月期第3四半期 61.39 ―

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3四半期 71,385 28,300 39.6 1,068.31
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3四半期  28,300百万円 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  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 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21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月30日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 
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3四半期  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3四半期  44,760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3四半期  26,495,971株 20年3月期第3四半期  26,502,266株
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当第３四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金融危
機が深刻化し、その影響により株式市場及び為替相場が大幅に変動し企業収益の急激な悪化を招きまし
た。また、雇用情勢の悪化に伴う個人消費の低迷など、国内景気の後退感が一段と強まりました。 
当業界を取り巻く環境は、４月、７月、１０月と３四半期連続で飼料販売価格の値上げを実施したもの

の、原材料価格の急激な相場変動を吸収しきれず飼料メーカーにとって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３四半期累計期間の業績は、売上高は飼料販売価格の値上げ及び販売数量が前年同期を

上回ったことにより１，１６９億９０百万円となりました。飼料販売価格の値上げによる収益の改善があ
ったものの穀物価格の下落に伴う棚卸資産の評価損１３億２１百万円の発生により営業損失は１億３４百
万円となりました。経常損失は１億１６百万円、四半期純損失は８４百万円となりました。 
事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。 

〈飼料事業〉 

飼料事業におきましては、飼料販売価格の３四半期連続の値上げ及び販売数量の増加により売上高は
１，０４２億６３百万円となりました。飼料販売価格の値上げによる収益の改善があったものの穀物価格
の下落に伴う先述の棚卸資産の評価損により営業利益は１億７２百万円となりました。 

〈畜産用機器事業〉 

畜産用機器事業におきましては、畜糞発酵処理機の需要一巡による影響により販売台数が減少したため
売上高は１８億９７百万円となりました。コスト削減に努めた結果、営業利益は３億７百万円となりまし
た。 

〈不動産賃貸事業〉 

不動産賃貸事業におきましては、売上高は３億２６百万円となりました。賃貸施設の修繕を実施したた
め営業利益は１億２１百万円となりました。 

〈その他事業〉 

その他事業におきましては、売上高は１０５億３百万円、営業利益は７１百万円となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は７１３億８５百万円となり、前連結会計年度末に比べ７
３億７１百万円増加いたしました。資産の部は、流動資産が４４４億４４百万円となり、前連結会計年度
末に比べ８５億８９百万円増加いたしました。固定資産は２６９億４０百万円となり、前連結会計年度末
に比べ１２億１７百万円減少いたしました。 
負債の部は、流動負債が３５５億８３百万円となり、前連結会計年度末に比べ８９億４０百万円増加い

たしました。固定負債は７５億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億４３百万円減少いたしまし
た。 
純資産の部は、２８３億円となり、前連結会計年度末に比べ１０億２４百万円減少いたしました。この

結果、自己資本比率は３９．６％となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は９億１９百万円と
なり、前連結会計年度末に比べ７４百万円増加いたしました。 
当第３四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、次のとおりであ

ります。 

〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉 

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４２億５５百万円の資金の減少となりました。 

〈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等の結果、投資活動によるキャッシュ・フローは２億４３百万円の資金の減
少となりました。 

〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉 

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４５億７２百万円の資金の増加となりま
した。 

  

・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
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平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月30日に公表いたしました業績予想に変更はご
ざいません。 

  
    

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、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。 

  
  

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 919,462 845,418

受取手形及び売掛金 35,544,367 24,968,015

商品及び製品 1,770,218 1,692,398

仕掛品 262,609 261,623

原材料及び貯蔵品 3,457,340 5,152,237

その他 2,767,580 3,098,506

貸倒引当金 △276,720 △162,632

流動資産合計 44,444,858 35,855,568

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,815,064 8,014,308

機械装置及び運搬具（純額） 6,386,629 7,055,421

工具、器具及び備品（純額） 683,820 653,275

土地 7,142,189 7,133,618

建設仮勘定 10,761 35,817

有形固定資産合計 22,038,464 22,892,441

無形固定資産 257,735 316,286

投資その他の資産   

投資有価証券 2,195,655 3,101,545

長期貸付金 1,164,895 1,215,049

その他 1,694,025 1,094,669

貸倒引当金 △410,193 △461,655

投資その他の資産合計 4,644,382 4,949,608

固定資産合計 26,940,583 28,158,336

資産合計 71,385,441 64,013,904

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,607,987 9,156,840

短期借入金 17,650,000 12,200,000

1年内返済予定の長期借入金 2,085,000 2,148,000

未払法人税等 78,376 478,127

賞与引当金 173,059 337,989

役員賞与引当金 － 45,000

その他 2,989,509 2,277,971

流動負債合計 35,583,933 26,643,929

固定負債   

長期借入金 4,426,000 4,837,000

退職給付引当金 358,555 359,218

負ののれん 420,408 487,547

その他 2,296,118 2,360,972

固定負債合計 7,501,082 8,044,738

負債合計 43,085,015 34,688,667
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,353,793 2,355,288

利益剰余金 22,933,808 23,415,793

自己株式 △30,149 △26,275

株主資本合計 27,952,666 28,440,021

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 394,416 915,026

繰延ヘッジ損益 △46,657 △29,811

評価・換算差額等合計 347,759 885,215

純資産合計 28,300,425 29,325,237

負債純資産合計 71,385,441 64,013,904
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 116,990,680

売上原価 109,326,242

売上総利益 7,664,437

販売費及び一般管理費  

運賃 1,859,734

飼料価格安定基金負担金 2,257,813

賞与引当金繰入額 100,801

貸倒引当金繰入額 42,553

その他 3,537,829

販売費及び一般管理費合計 7,798,731

営業損失（△） △134,294

営業外収益  

受取利息 24,794

受取配当金 60,275

負ののれん償却額 67,139

保管料収入 122,435

その他 76,234

営業外収益合計 350,880

営業外費用  

支払利息 189,811

貸倒引当金繰入額 20,015

保管料原価 100,087

その他 22,777

営業外費用合計 332,691

経常損失（△） △116,105

特別利益  

固定資産売却益 937

投資有価証券売却益 11,298

補助金収入 19,833

特別利益合計 32,069

特別損失  

固定資産除売却損 18,721

投資有価証券評価損 30,110

ゴルフ会員権評価損 4,261

固定資産圧縮損 19,833

特別損失合計 72,926

税金等調整前四半期純損失（△） △156,962

法人税、住民税及び事業税 160,615

法人税等調整額 △233,059

法人税等合計 △72,444

四半期純損失（△） △84,518

－ 6 －

中部飼料㈱ (2053) 平成21年３月期第３四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 △156,962

減価償却費 1,850,107

負ののれん償却額 △67,139

賞与引当金の増減額（△は減少） △164,930

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） △662

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,568

受取利息及び受取配当金 △85,070

支払利息 189,811

投資有価証券売却損益（△は益） △11,298

投資有価証券評価損益（△は益） 30,110

ゴルフ会員権評価損 4,261

固定資産除売却損益（△は益） 17,783

固定資産圧縮損 19,833

補助金収入 △19,833

売上債権の増減額（△は増加） △10,630,778

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,616,092

仕入債務の増減額（△は減少） 3,454,087

その他 332,604

小計 △3,604,414

利息及び配当金の受取額 83,761

利息の支払額 △191,021

法人税等の支払額 △543,759

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,255,433

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付けによる支出 △172,000

貸付金の回収による収入 227,640

有価証券の取得による支出 △5,193

有価証券の売却による収入 23,121

固定資産の取得による支出 △1,076,193

固定資産の売却による収入 792,630

補助金の受取額 19,833

その他の支出 △108,686

その他の収入 55,504

投資活動によるキャッシュ・フロー △243,342
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 25,450,000

短期借入金の返済による支出 △20,000,000

長期借入れによる収入 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,774,000

自己株式の取得による支出 △12,216

自己株式の売却による収入 6,846

配当金の支払額 △397,808

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,572,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,044

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 919,462
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

104,263,034 1,897,251 326,822 10,503,571 116,990,680 ― 116,990,680

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 48,635 5,355 11,812 65,803 (65,803) ―

計 104,263,034 1,945,887 332,177 10,515,384 117,056,484 (65,803) 116,990,680

 営業利益又は営業損失(△) 172,655 307,192 121,994 71,267 673,109 (807,403) △ 134,294

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

【海外売上高】

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 93,666,338

Ⅱ 売上原価 83,920,070

   売上総利益 9,746,267

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,168,426

   営業利益 2,577,841

Ⅳ 営業外収益 354,806

Ⅴ 営業外費用 271,668

   経常利益 2,660,978

Ⅵ 特別利益 45,023

Ⅶ 特別損失 38,839

   税金等調整前四半期純利益 2,667,163

   法人税、住民税及び事業税 953,346

   法人税等調整額 86,846

   四半期純利益 1,626,970
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成19年12月31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 2,667,163

   減価償却費 2,258,687

   負ののれん償却額 △ 67,139

   賞与引当金の増減額（減少：△） △ 164,715

   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：△） △ 2,491

   貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 44,520

   受取利息及び受取配当金 △ 77,455

   支払利息 170,178

   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 17,484

   売上債権の増減額（増加：△） △ 4,236,420

   たな卸資産の増減額（増加：△） △ 1,827,076

   仕入債務の増減額（減少：△） 831,387

   その他の増減額 87,430

    小計 △ 413,637

   利息及び配当金の受取額 77,132

   利息の支払額 △ 167,824

   法人税等の支払額 △ 1,099,543

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,603,873

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   貸付けによる支出 △ 308,800

   貸付金の回収による収入 129,812

   有価証券の売却による収入 162,000

   固定資産の取得による支出 △ 896,507

   固定資産の売却による収入 64,186

   その他投資等の取得による支出 △ 35,267

   その他投資等の売却による収入 52,054

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 832,522

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 28,100,000

   短期借入金の返済による支出 △ 24,800,000

   長期借入れによる収入 1,200,000

   長期借入金の返済による支出 △ 1,677,000

   自己株式の取得による支出 △ 8,779

   自己株式の売却による収入 871

   配当金の支払額 △ 345,307

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,469,783

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 33,388

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 569,757
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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３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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

82,122,815 2,139,516 332,942 9,071,064 93,666,338 ― 93,666,338

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 269 5,355 29,075 34,699 (34,699) ―

計 82,122,815 2,139,785 338,297 9,100,139 93,701,037 (34,699) 93,666,338

 営業利益 2,442,420 445,506 218,041 156,073 3,262,042 (684,200) 2,577,841

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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