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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 34,757 ― 5,267 ― 4,819 ― 2,842 ―

20年3月期第3四半期 30,327 14.9 3,916 18.9 3,480 20.3 2,074 21.0

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 101.43 101.41
20年3月期第3四半期 148.39 148.05

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 26,070 14,771 56.7 527.04
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3四半期  14,771百万円 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 44,000 9.0 5,900 14.1 5,300 15.7 3,200 15.3 114.19

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3四半期  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3四半期  1,332,534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3四半期  28,022,350株 20年3月期第3四半期  13,981,036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10月29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)平成20年３月期第３四半期は、広告宣伝費に下期支出予定額の半額を計上しておりましたが、当第１四半期より、実際発生額を計上しております。平成20年３月期第
３四半期において、予定額に基づき計上された広告宣伝費は225百万円であります。 
(3)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。 
(4)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。 
(5)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3四半期累計期間（平成20年4月1日～平成20年12月31日）、当初原材料価格の高騰、その後の急激な下落、また

100年に1度と言われる金融市場の混乱といった世界的に大きな変動があり、わが国経済は、こうした影響を受け先行

き不透明な状況で推移し、個人消費につきましても、雇用・所得面から厳しい状況が続いております。

　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、平成20年9月に、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あります。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』、猫用フードとして、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。

　ペットトイレタリー部門では、平成20年9月に、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あります。

　以上の結果、当第3四半期累計期間（平成20年4月1日～平成20年12月31日）の売上高は34,757百万円（前年同四半期

累計比14.6%増）、営業利益は5,267百万円（前年同四半期累計比34.5％増）、四半期純利益は2,842百万円（前年同四

半期累計比37.0％増）の増収増益となりました。なお、平成20年3月期第3四半期は広告宣伝費に下期（第3四半期と第

4四半期の合計）支出予定額の半額を計上しておりましたが、当第3四半期には、実際発生額を計上しております。平

成20年3月期第3四半期累計期間において、予定額に基づき計上された広告宣伝費は225百万円であります。当引当の影

響を除きますと、営業利益の前年同期比は、27.2%増となります。なお、前年同四半期比は参考として記載しておりま

す。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　総資産は、前事業年度末に比べ3,457百万円増加し、26,070百万円となりました。現金及び預金が1,787百万円、受

取手形及び売掛金が1,521百万円増加しております。

　負債合計は、前事業年度末に比べ1,530百万円増加し、11,298百万円となりました。買掛金が988百万円増加してお

ります。

　なお、受取手形及び売掛金、買掛金の増加は、直近の12月が繁忙月にあたり売上高及び仕入高が増加したためであ

ります。

　純資産合計は、前事業年度末に比べ1,927百万円増加し、14,771百万円となりました。四半期純利益2,842百万円に

より利益剰余金が増加しました。

　自己資本比率は、56.7%となりました。
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３．業績予想に関する定性的情報

　第3四半期累計期間の業績を勘案した結果、通期の業績予想を、売上44,000百万円（前期比9.0%増）、営業利益

  5,900百万円（前期比14.1%増)、経常利益5,300百万円（前期比15.7%増)、当期純利益3,200百万円（前期比15.3%

　増)とします。　　　　

 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) 43,522 5,768 5,193 3,049 108.81

　今回発表予想(B) 44,000 5,900 5,300 3,200 114.19

　増減額(B - A) 478 132 107 151 5.38

　増減率（％） 1.1 2.3 2.1 5.0 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月期は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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 13,574 11,787

受取手形及び売掛金 5,840 4,319

有価証券 475  

製品 1,329 1,215

原材料及び貯蔵品 447 427

繰延税金資産 880 730

その他 108 71

貸倒引当金 △46 △34

流動資産合計 22,610 18,517

固定資産   

有形固定資産 2,707 2,865

無形固定資産 11 13

投資その他の資産 739 1,215

固定資産合計 3,459 4,095

資産合計 26,070 22,612

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,690 4,701

未払金 3,088 2,480

未払法人税等 1,096 1,286

賞与引当金 123 222

その他 502 281

流動負債合計 10,500 8,971

固定負債   

退職給付引当金 565 556

その他 231 240

固定負債合計 797 796

負債合計 11,298 9,768



（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 10,247 8,245

自己株式 △200 △204

株主資本合計 14,976 12,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10 10

繰延ヘッジ損益 △194 △136

評価・換算差額等合計 △204 △125

純資産合計 14,771 12,844

負債純資産合計 26,070 22,612



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 34,757

売上原価 19,387

売上総利益 15,369

販売費及び一般管理費 10,102

営業利益 5,267

営業外収益  

受取利息 69

その他 16

営業外収益合計 85

営業外費用  

売上割引 529

その他 4

営業外費用合計 533

経常利益 4,819

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5

特別利益合計 5

特別損失  

固定資産除却損 2

特別損失合計 2

税引前四半期純利益 4,822

法人税、住民税及び事業税 2,065

法人税等調整額 △85

法人税等合計 1,979

四半期純利益 2,842



　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等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 30,327

Ⅱ　売上原価 16,374

売上総利益 13,952

Ⅲ　販売費及び一般管理費 10,035

営業利益 3,916

Ⅳ　営業外収益 43

Ⅴ　営業外費用 479

経常利益 3,480

 Ⅵ  特別利益 46

 Ⅶ  特別損失 1

　　税引前四半期純利益 3,524

　  法人税等 1,450

　　四半期純利益 2,074
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