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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 228,320 ― 9,482 ― 10,828 ― 7,852 ―

20年3月期第3四半期 220,690 3.0 7,826 △7.5 9,160 △3.1 6,493 △7.2

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 25.97 ―

20年3月期第3四半期 22.52 20.01

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 208,009 70,317 32.8 225.94
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3四半期  68,197百万円 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 23.52

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3四半期  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3四半期  1,970,005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3四半期  302,336,915株 20年3月期第3四半期  288,320,544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における日本経済は、世界的な金融市場の混乱が実体経済に波及し、景況感は悪化して

おります。個人消費についても所得の伸び悩みや雇用情勢の悪化を受け、消費者の生活防衛意識がいっそう高まるな

ど厳しい状況となっております。 

 こうした経済環境の下、輸入原材料の調達コストは乱高下するなど不安定な事業環境が継続する状況となっており

ます。また、消費マインドの低下の中で消費者は価格に対して従来以上に敏感となる一方、食品の安全・安心に対す

る関心がより一層高まる状況となっております。 

 激変する経営環境に対応するため、当社グループは、平成20年５月に策定した平成20年度を初年度とする中期経営

計画に基づき、牛乳・乳製品をとりまく環境に対応した事業展開に取り組んでおります。当第３四半期連結累計期間

におきましても、国産乳製品の戦略的拡大策として北海道産の生乳を１００％使用した主力チーズブランド「雪印北

海道１００」の新商品を３月に６品、９月に４品投入し、拡販に注力いたしました。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、物流のコスト構造強化に引き続き取り

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３四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酪農基盤の強化に取り

組んでまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は228,320百万円、営業利益は9,482百

万円、経常利益は10,828百万円、純利益は7,852百万円となりました。  

    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173,562百万円になりました。 

   ②飼料・種苗事業 

 飼料事業の売上高は、配合飼料の販売数量の増加および配合飼料原料価格の高騰に伴う価格改定により前年同期

を大幅に上回りました。また、種苗事業につきましてもイネ科牧草やエダマメ種子などの主力商品の拡販などによ

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39,277百万円になりました。 

   ③その他事業 

    その他事業における売上高は21,240百万円になりました。 

  

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３四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して5,577百万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３四半期連結会計期間末の負債は、前期末と比較して3,923百万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、長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３四半期連結会計期間末の純資産は、前期末と比較して1,654百万円の増加となりました。これは主に、評 

  価・換算差額等が減少した一方で、利益剰余金が増加したことによるものです。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

    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の残高は、5,887百万円となり前連結会計年度末と比べ 

    648百万円減少しました。 

      当第３四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、4,739百万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10,381百万円となったこと、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5,832百万円と 

  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2,223百万円となっ 

  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、7,151百万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902百万円、1,201百万円の収入があった一方で、固定資産・株式・金銭信託の取

  得により9,514百万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、1,865百万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、原材料の調達コストアップや、消費者の生活防衛意識の高まりにより消費マインド

が低下す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」への取り組みを加速し、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３四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棚卸資産の評価方法 

     当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

    ③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。 

  

    ④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。 
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（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。 
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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：百万円）

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 6,037 6,765

受取手形及び売掛金 41,569 35,736

有価証券 － 104

商品及び製品 20,190 18,591

仕掛品 812 653

原材料及び貯蔵品 6,627 6,161

繰延税金資産 3,974 4,036

その他 6,966 7,444

貸倒引当金 △408 △416

流動資産合計 85,769 79,077

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,275 20,197

機械装置及び運搬具（純額） 19,333 20,256

土地 45,197 45,778

その他（純額） 3,135 1,803

有形固定資産合計 87,942 88,036

無形固定資産 2,669 2,963

投資その他の資産   

投資有価証券 17,578 16,680

繰延税金資産 9,953 11,361

その他 5,427 5,497

貸倒引当金 △1,331 △1,186

投資その他の資産合計 31,627 32,353

固定資産合計 122,239 123,353

資産合計 208,009 202,431
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（単位：百万円）

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 28,828 29,660

短期借入金 32,194 32,975

1年内償還予定の社債 6,200 －

未払法人税等 387 544

賞与引当金 1,554 1,584

その他 14,958 15,263

流動負債合計 84,124 80,028

固定負債   

社債 － 6,200

長期借入金 29,859 22,931

繰延税金負債 974 973

再評価に係る繰延税金負債 10,310 10,482

退職給付引当金 4,151 4,255

役員退職慰労引当金 204 218

ギフト券引換引当金 290 311

負ののれん 4,095 4,433

その他 3,680 3,933

固定負債合計 53,567 53,740

負債合計 137,691 133,768

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 32,573 28,552

自己株式 △658 △393

株主資本合計 52,937 49,182

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △95 522

繰延ヘッジ損益 △215 △149

土地再評価差額金 15,311 15,569

為替換算調整勘定 259 759

評価・換算差額等合計 15,259 16,701

少数株主持分 2,120 2,779

純資産合計 70,317 68,663

負債純資産合計 208,009 202,431
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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：百万円）

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 228,320

売上原価 174,620

売上総利益 53,699

販売費及び一般管理費 44,217

営業利益 9,482

営業外収益  

受取利息 65

受取配当金 306

負ののれん償却額 721

持分法による投資利益 811

その他 1,082

営業外収益合計 2,987

営業外費用  

支払利息 1,090

その他 549

営業外費用合計 1,640

経常利益 10,828

特別利益  

固定資産売却益 302

その他 207

特別利益合計 510

特別損失  

固定資産売却損 11

固定資産除却損 295

減損損失 78

解約金・違約金 430

その他 141

特別損失合計 957

税金等調整前四半期純利益 10,381

法人税等 2,218

少数株主利益 311

四半期純利益 7,852
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 10,381

減価償却費 4,391

減損損失 78

持分法による投資損益（△は益） △811

負ののれん償却額 △721

貸倒引当金の増減額（△は減少） 136

賞与引当金の増減額（△は減少） △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） △104

ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） △21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13

固定資産除売却損益（△は益） 4

受取利息及び受取配当金 △371

支払利息 1,090

売上債権の増減額（△は増加） △5,832

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,223

仕入債務の増減額（△は減少） △939

その他 1,067

小計 6,082

利息及び配当金の受取額 495

利息の支払額 △1,073

法人税等の支払額 △765

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,739
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（単位：百万円）

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) 

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 △6

貸付けによる支出 △114

貸付金の回収による収入 360

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,117

有形及び無形固定資産の売却による収入 902

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

関係会社株式の取得による支出 △547

金銭の信託の取得による支出 △600

金銭の信託の償還による収入 1,201

その他 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,151

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） 6,636

長期借入れによる収入 12,529

長期借入金の返済による支出 △12,857

優先株式取得による支出 △2,829

自己株式の取得による支出 △309

配当金の支払額 △1,242

少数株主への配当金の支払額 △37

その他 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,865

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △648

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 5,887
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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。 

（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〕 

  

 （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） 

  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３

四半期連結会計期間末において利益剰余金が32,573百万円、自己株式が△658百万円となっております。 

  

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） 

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 173,554 38,315 16,449 228,320 ― 228,320 

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
8 961 4,791 5,760 (5,760) ― 

計 173,562 39,277 21,240 234,080 (5,760) 228,320 

営業利益 8,530 39 812 9,383 99 9,482 
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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 

  
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（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   220,690 100.0

Ⅱ 売上原価   169,550 76.8

売上総利益   51,139 23.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   43,313 19.7

営業利益   7,826 3.5

Ⅳ 営業外収益      

１ 受取利息 72    

２ 受取配当金 199    

３ 不動産賃貸料 361    

４ 持分法による投資利益 1,493    

５ 匿名組合損益  544    

６ その他収益 635 3,307 1.6

Ⅴ 営業外費用      

１ 支払利息 1,101    

２ たな卸資産除却売却損 308    

３ その他費用 563 1,973 0.9

経常利益   9,160 4.2

Ⅵ 特別利益   1,286 0.6

Ⅶ 特別損失   3,217 1.5

税金等調整前四半期純利益   7,228 3.3

税金費用   102 0.0

少数株主利益   632 0.4

四半期純利益   6,493 2.9
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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（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 7,228 

減価償却費 4,026 

減損損失 1,762 

持分法による投資利益 △1,493 

固定資産売却益 △1,037 

売上債権の増加額 △5,242 

たな卸資産の減少額 7,383 

仕入債務の減少額 △1,607 

その他の増加額 1,088 

小計 12,110 

利息及び配当金の受取額 403 

利息の支払額 △1,125 

法人税等の支払額 △841 

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,547 

Ⅱ 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 △12,106 

有形・無形固定資産の売却による収入 3,617 

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 487 

出資金の払戻しによる収入 4,007 

その他の増加額 658 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,338 

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 △2,020 

社債償還による支出 △6,500 

長期借入金の返済による支出 △3,842 

長期借入による収入 4,910 

株式発行による収入 12,280 

優先株式の取得による支出 △11,400 

配当金の支払額  △1,000 

その他の減少額 △126 

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,697 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △526 

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四半期末残高 6,921 
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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〕 

 （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）           

         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) 

         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） 

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 170,908 33,569 16,212 220,690 ― 220,690 

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
156 801 5,683 6,642 (6,642) ― 

計 171,065 34,371 21,896 227,333 (6,642) 220,690 

営業費用 165,169 33,655 20,681 219,507 (6,642) 212,864 

営業利益 5,895 715 1,214 7,826 (―) 7,826 
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（金額：百万円）

(連結）

総資産 202,431 208,009 5,577

純資産 68,663 70,317 1,654

自己資本 65,883 68,197 2,313

自己資本比率 32.5 % 32.8 % 0.30%

有利子負債 62,106 68,253 6,147

従業員数 2,644 人 2,687 人 43

連結子会社数 15 社 15 社

持分法適用会社数 10 社 10 社

(連結）

売上高 220,690 (100.0%) 228,320 (100.0%) 7,629 103.5%

営業利益 7,826 (3.5%) 9,482 (4.2%) 1,656 121.2%

営業外収支 1,334 1,346 12

経常利益 9,160 (4.2%) 10,828 (4.7%) 1,668 118.2%

特別損益 △ 1,931 △ 446 1,484

税前四半期純利益 7,228 (3.3%) 10,381 (4.5%) 3,153 143.6%

法人税等 102 2,218 2,115

少数株主利益 632 311 △321

四半期純利益 6,493 (2.9%) 7,852 (3.4%) 1,359 120.9%

営業ＣＦ 10,547 4,739 △5,807

投資ＣＦ △3,338 △7,151 △3,812

財務ＣＦ △7,697 1,865 9,563

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高

食品 171,065 173,562 2,497

飼料・種苗 34,371 39,277 4,906

その他 21,896 21,240 △656

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別営業利益

食品 5,895 8,530 2,634

飼料・種苗 715 39 △676

その他 1,214 812 △401

以上

前年同期比
前第３四半期 当第３四半期

(H19.4～H19.12) (H20.4～H20.12)

前期末

(H20.3)

平成21年３月期　第3四半期決算短信参考資料

当第３四半期

(H20.12)
増　減

増　減
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