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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 97,538 ― △355 ― △250 ― △925 ―

20年3月期第3四半期 80,623 21.3 915 △17.9 921 △20.9 264 △56.9

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 △12.88 ―

20年3月期第3四半期 3.69 ―

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 66,928 9,777 14.0 130.56

20年3月期 60,709 11,927 19.0 160.83

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  9,376百万円 20年3月期  11,551百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

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 129,000 19.4 250 △64.8 200 △67.1 △550 ― △7.66

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．その他をご覧下さい。]  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。]  

(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 
 業績予想の修正を行っており、本資料では修正後の予想数値を記載しております。修正に関する事項につきましては、本日(平成21年１月30日)公表の「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」をご参照ください。また、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので
あり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
 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３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、「財務諸表等の用語、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に適用しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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 71,876,998株 20年3月期 71,876,998株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 59,853株 20年3月期 49,130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 71,822,810株 20年3月期第3四半期 71,831,061株
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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３四半期連結累計期間のわが国経済は、米国発の金融不安などによる世界経済の急速な減速を

受け、海外需要の冷え込みによる生産抑制、急速な円高による輸出の減少、また個人消費の伸び悩み

などが進み、景気は後退色を強めました。 

  配合飼料業界においては、穀物相場は世界的な食料や石油代替燃料の需要拡大観測などから高値が

続いておりましたが、世界経済が減速する中、投機資金が流出したことなどにより下落しました。為

替相場は円安傾向で推移しておりましたが、米国大手証券会社の破綻などによる金融市場の混乱から

ドル売りが加速し円高が進みました。海上運賃は新興国向けの資源輸送需要の拡大から期初高騰しま

したが、景気の後退と共に需要が減退し反落いたしました。 

  畜産物相場につきましては、牛肉相場を除く国産畜産物の需要増から堅調に推移しておりましたが、

景気後退の懸念から消費が低迷し期末に豚肉相場が前年を下回るなど、総じて軟調な展開になりまし

た。 

  配合飼料業界では、畜水産用配合飼料全体では生産量は概ね前年並みとなりました。 

  このような環境の中、当社グループでは、配合飼料製造工場で抗菌性適正製造基準（GMP）の認証

を取得するなど、食の安全に関する取組みを強化すると共に、ニーズに合った製品の開発、販売体制

の強化やその他諸施策を講じ、販売シェアの拡大に取組みました。 

  この結果、配合飼料の販売数量は前年を上回り、売上高は 975 億３千８百万円となりました。しか

しながら、穀物相場の急騰や畜産経営の安定化を図るための配合飼料価格安定基金積立金の積み増し

など販売費の増加により、経常損失は２億５千万円となり、四半期純損失は９億２千５百万円となり

ました。 

 

  なお、各事業別の概況は次のとおりです。 

 

  飼料事業では、畜産用配合飼料では重点畜種及び地域を設定し的を絞った販売活動を展開し、加え

て水産用配合飼料では新商品の積極的な販売などに注力いたしました。この結果、売上高は 747 億４

千７百万円となりましたが、原料価格高騰の煽りを受け、営業利益は５億４千７百万円となりました。 

 

  畜産事業では、農場関連子会社での生産成績の向上に努めると共に、生産物の販売体制の強化に努

めました。この結果、売上高は 172 億６千７百万円となりましたが、配合飼料価格の高騰など生産コ

ストの上昇が影響し、営業損失は５億２百万円となりました。 

 

  その他の事業では、売上高は 55 億２千３百万円となりましたが、営業利益は１億４千６百万円と

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３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 62 億１千８百万円増加しました。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、有形固定資産が２億１千万円減少したこと及び投資有価証券が 17 億３千万円

減少した一方で、受取手形及び売掛金の増加が87億８百万円あったことなどによるものであります。 

負債は、支払手形及び買掛金が 51億５千４百万円増加したこと、短期借入金が 13 億２千７百万円

増加したこと及び長期借入金が 19 億８千９百万円増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ

83 億６千９百万円の増加となりました。 

純資産は、利益剰余金が 11億４千万円減少したこと及びその他有価証券評価差額金が 10億３千８

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 21 億５千万円の減少となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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 21 億１千８百万円

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、20 億９千万円となりました。これは主に減価償却費が 14 億２千

５百万円、減損損失が３億８千４百万円、貸倒引当金の増加が３億８千３百万円及び仕入債務の増加

が 51 億６千２百万円あった一方で、税金等調整前四半期純損失が９億５千９百万円、売上債権の増

加が 87 億１千５百万円及び法人税等の支払額が２億２千６百万円あったことなどによるものであり

ます。 

投資活動の結果使用した資金は、１億９千７百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却

による収入が８億７千９百万円あったこと及び貸付金の回収による収入が６億７千６百万円あった

一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が 12 億３千万円あったこと及び貸付けによる支出
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が６億８千２百万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、25 億９千万円となりました。これは主に長期借入金の約定弁済を

29 億４千８百万円行ったこと、利息の支払いを３億８千４百万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７億２千６百万円、長期借入れを 55 億４千万円

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 

業績予想の修正に関しましては、本日公表しました「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３四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日から平成 20 年 12 月 31 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 237,276 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 最終改正平成 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 最終改正平成 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 2,319,324 2,021,972

受取手形及び売掛金 29,315,618 20,606,891

商品及び製品 1,096,210 988,020

原材料及び貯蔵品 5,011,388 5,143,924

動物 2,190,691 2,177,893

その他 2,467,763 2,753,232

貸倒引当金 △503,624 △396,768

流動資産合計 41,897,372 33,295,166

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,891,288 6,442,948

土地 6,824,950 6,991,681

その他（純額） 3,748,447 3,240,885

有形固定資産合計 16,464,686 16,675,515

無形固定資産   

のれん 398,326 494,788

その他 270,530 231,742

無形固定資産合計 668,857 726,530

投資その他の資産   

投資有価証券 4,763,097 6,493,543

その他 5,056,985 5,164,252

貸倒引当金 △1,922,040 △1,645,030

投資その他の資産合計 7,898,042 10,012,764

固定資産合計 25,031,586 27,414,810

資産合計 66,928,958 60,709,977
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,308,494 12,153,575

短期借入金 20,016,089 18,688,652

未払法人税等 21,404 166,808

役員賞与引当金 8,772 －

その他 5,263,922 4,948,754

流動負債合計 42,618,683 35,957,790

固定負債   

長期借入金 11,776,182 9,786,393

退職給付引当金 1,355,061 1,457,397

役員退職慰労引当金 16,803 84,450

負ののれん 755 3,022

その他 1,383,961 1,493,343

固定負債合計 14,532,763 12,824,607

負債合計 57,151,446 48,782,398

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 83,691 1,224,405

自己株式 △9,530 △7,930

株主資本合計 8,811,772 9,954,085

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 569,580 1,607,750

繰延ヘッジ損益 △5,048 △9,883

評価・換算差額等合計 564,532 1,597,867

少数株主持分 401,207 375,626

純資産合計 9,777,512 11,927,579

負債純資産合計 66,928,958 60,709,977
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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 97,538,523

売上原価 89,426,276

売上総利益 8,112,246

販売費及び一般管理費 8,468,077

営業損失（△） △355,830

営業外収益  

受取利息 23,287

受取配当金 128,279

負ののれん償却額 2,266

卵価安定基金割戻金 393,301

その他 118,992

営業外収益合計 666,126

営業外費用  

支払利息 394,583

持分法による投資損失 20,761

貸倒引当金繰入額 115,646

その他 29,569

営業外費用合計 560,560

経常損失（△） △250,264

特別利益  

固定資産売却益 12,015

投資有価証券売却益 11,958

貸倒引当金戻入額 5,322

特別利益合計 29,296

特別損失  

固定資産売却損 34,112

固定資産除却損 104,467

減損損失 384,354

貸倒引当金繰入額 194,857

その他 20,662

特別損失合計 738,454

税金等調整前四半期純損失（△） △959,422

法人税、住民税及び事業税 61,704

法人税等調整額 △121,762

法人税等合計 △60,057

少数株主利益 25,865

四半期純損失（△） △925,230
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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損失（△） △959,422

減価償却費 1,425,665

減損損失 384,354

のれん償却額 96,461

負ののれん償却額 △2,266

持分法による投資損益（△は益） 20,761

投資有価証券売却損益（△は益） △10,969

投資有価証券評価損益（△は益） 20,113

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,336

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,772

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △67,647

貸倒引当金の増減額（△は減少） 383,981

受取利息及び受取配当金 △151,566

支払利息 394,583

固定資産除売却損益（△は益） 126,563

売上債権の増減額（△は増加） △8,715,151

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,706

仕入債務の増減額（△は減少） 5,162,816

その他 42,129

小計 △1,863,451

法人税等の支払額 △226,886

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,090,337

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 △114,005

定期預金の払戻による収入 118,533

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,230,268

有形及び無形固定資産の売却による収入 89,385

投資有価証券の取得による支出 △67,481

投資有価証券の売却による収入 879,671

貸付けによる支出 △682,494

貸付金の回収による収入 676,785

利息及び配当金の受取額 154,719

事業譲受による支出 △11,634

その他 △11,132

投資活動によるキャッシュ・フロー △197,923

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） 726,089

長期借入れによる収入 5,540,000

長期借入金の返済による支出 △2,948,864

利息の支払額 △384,401

配当金の支払額 △215,483

リース債務の返済による支出 △125,599

その他 △1,599

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,590,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 301,879

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 2,118,244
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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３四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日から平成 20 年 12 月 31 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 
74,747,561 17,267,544 5,523,417 97,538,523 ― 97,538,523

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
7,058,652 979,557 774,804 8,813,014 (8,813,014) ―

計 81,806,214 18,247,101 6,298,222 106,351,538 (8,813,014) 97,538,523

 営業利益又は営業損失(△) 547,418 △502,809 146,737 191,345 (547,176) △355,830

(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） 

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）（要約）四半期連結損益計算書 

             （単位：千円） 

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) 
科  目 

金  額 
Ⅰ 売上高 80,623,345

Ⅱ 売上原価 71,677,559

売上総利益 8,945,785 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,030,208 

営業利益 915,577

Ⅳ 営業外収益 419,533

Ⅴ 営業外費用 413,325

経常利益 921,785 

Ⅵ 特別利益 325,666 

Ⅶ 特別損失 377,442

税金等調整前四半期純利益 870,009

法人税、住民税及び事業税 401,577

法人税等調整額 142,172 

少数株主利益 61,511 

四半期純利益 264,747 

 

 

 (2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

 
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 
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 870,009

減価償却費 1,179,977

売上債権の増減額 △4,454,691

たな卸資産の増減額 △1,433,456

仕入債務の増減額 4,127,856

その他 1,143,352

小計 1,433,047

法人税等の支払額 △921,945

営業活動によるキャッシュ・フロー 511,102

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形・無形固定資産の取得による 

支出 
△748,058

事業譲受による支出 △805,652

新規連結子会社の取得による支出 38,717

連結子会社株式の追加取得による支出 △5,000

その他 3,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,516,798

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 △1,373,842

長期借入れによる収入 5,026,000

長期借入金の返済による支出 △2,565,341

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 △366,280

財務活動によるキャッシュ・フロー 508,036

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △497,660

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四半期末残高 1,693,031
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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３四半期連結会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年 12 月 31 日） 

（単位：千円） 

 飼料事業 畜産事業 
その他 

の事業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

売上高 65,302,028 15,875,259 6,434,406 87,611,694 (6,988,349) 80,623,345

営業費用 63,995,190 16,007,977 6,320,029 86,323,198 (6,615,429) 79,707,768

営業利益又は 

営業損失(△) 
1,306,837 △132,718 114,376 1,288,496 (372,919) 915,577

 

【所在地別セグメント情報】 
   前第３四半期連結会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年 12 月 31 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】 
   前第３四半期連結会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年 12 月 31 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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