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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 11,628 6.9 2,409 41.6 2,232 42.8 1,316 41.9
21年3月期第1四半期 10,874 ― 1,701 ― 1,563 ― 927 ―

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

22年3月期第1四半期 46.97 ―

21年3月期第1四半期 33.13 33.11

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

22年3月期第1四半期 25,255 16,473 65.2 587.78
21年3月期 25,907 15,649 60.4 558.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  16,473百万円 21年3月期  15,649百万円

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

21年3月期 ― 15.00 ― 18.00 33.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

18.00 ― 18.00 36.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

22,200 3.9 3,450 26.8 3,150 28.4 1,850 28.3 66.01

通期 46,500 4.0 7,300 10.8 6,700 11.4 3,900 10.1 139.15

                          



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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 29,360,000株 21年3月期  29,360,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,332,570株 21年3月期  1,332,534株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 28,027,444株 21年3月期第1四半期 28,014,622株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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異なる可能性があります。 

                          



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1四半期におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、多くの日本企業の業績も悪化し、大きな景

 気後退局面を迎えました。また、雇用情勢や賃金環境の悪化により個人消費は、厳しい状況で推移しました。 

   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。 

  当社は、「健康と清潔でペットの暮らし快適に」の理念の下、ペットが元気で長生きし、清潔な環境で暮らして 

 いくためのペットフード部門、ペットトイレタリー部門の2事業部門に特化して、事業展開を図ってまいりました。

 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行ってまいりました。 

  ペットフード部門では、子犬・子猫の成長とからだ作りに最適な栄養バランスを持つフード、犬用『愛犬元気  

 健康に育つ子犬用』、猫用『銀のスプーン 健康に育つ子猫用』、増え続ける高齢の犬・猫に対応し、犬用『愛犬 

 元気 10歳からの中・大型犬用』、『愛犬元気ベストバランス ミニチュア・ダックスフンド７歳以上用』、『愛 

 犬元気ベストバランス シー・ズー７歳以上用』、猫用『銀のスプーン プレミアムグルメ７歳以上用』、『銀の 

 スプーン プレミアムグルメ 11歳以上用』、猫用の総合栄養食タイプのパウチとして『ねこ元気 総合栄養食 

 パウチ』、犬用のおやつとして『銀のさら きょうのごほうび ささみ白身魚巻き・野菜入り』、『銀のさら  

 きょうのごほうび やわらかささみミックス野菜・チーズ入り』を発売いたしました。 

  ペットトイレタリー部門では、『デオシート』・『デオシート 強力消臭パワー』・『ZERO－ワン』といった犬 

 の排泄処理用シートを、「モレ」「足濡れ」「消臭」といったペットシートの３大ニーズに、より高い水準で対応 

 するべく、リニューアルいたしました。 

  以上の結果、第1四半期(平成21年4月1日～平成21年6月30日)の売上高は、11,628百万円（前年同四半期比6.9% 

 増)、営業利益は2,409百万円(前年同四半期比41.6%増)、四半期純利益は1,316百万円(前年同四半期比41.9%増)と 

 なっております。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

   総資産は、前会計年度末に比べ652百万円減少し、25,255百万円となりました。 

   負債合計は、前会計年度末に比べ1,475百万円減少し、8,781百万円となりました。法人税等の支払いにより未払 

 法人税等が減少しました。 

   純資産合計は、前会計年度末に比べ823百万円増加し、16,473百万円となりました。 

 自己資本比率は、前会計年度末60.4％から、4.8ポイント向上し、65.2％となりました。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

  第1四半期の業績を勘案した結果、第2四半期累計期間(4～9月)の業績予想を、売上高22,200百万円(対前年比3.9%

増)、営業利益3,450百万円(対前年比26.8%増)、経常利益3,150百万円(対前年比28.4%増)、当期純利益1,850百万円

(対前年比28.3%増)といたします。また通期の業績予想を、売上高46,500百万円(対前年比4.0%増)、営業利益7,300百

万円(対前年比10.8%増)、経常利益6,700百万円(対前年比11.4%増)、当期純利益3,900百万円(対前年比10.1%増)とい

たします。 

  

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 

 該当事項はありません。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,554 14,268

受取手形及び売掛金 4,049 4,596

有価証券 489 474

製品 1,307 1,660

原材料及び貯蔵品 461 502

繰延税金資産 681 746

その他 104 111

貸倒引当金 △32 △36

流動資産合計 21,614 22,323

固定資産   

有形固定資産 2,856 2,813

無形固定資産 10 11

投資その他の資産   

その他 778 759

貸倒引当金 △5 －

投資その他の資産合計 773 759

固定資産合計 3,640 3,583

資産合計 25,255 25,907

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,401 4,767

未払金 2,152 2,777

未払法人税等 884 1,584

賞与引当金 149 246

その他 376 83

流動負債合計 7,963 9,459

固定負債   

退職給付引当金 581 561

その他 236 236

固定負債合計 817 797

負債合計 8,781 10,257



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 11,759 10,947

自己株式 △200 △200

株主資本合計 16,487 15,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 △8

繰延ヘッジ損益 △17 △17

評価・換算差額等合計 △13 △25

純資産合計 16,473 15,649

負債純資産合計 25,255 25,907



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 10,874 11,628

売上原価 6,264 5,842

売上総利益 4,610 5,785

販売費及び一般管理費 2,908 3,376

営業利益 1,701 2,409

営業外収益   

受取利息 18 18

為替差益 9 －

その他 7 4

営業外収益合計 35 23

営業外費用   

売上割引 171 193

その他 1 6

営業外費用合計 173 200

経常利益 1,563 2,232

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 4

特別利益合計 4 4

特別損失   

固定資産除却損 1 －

特別損失合計 1 －

税引前四半期純利益 1,566 2,236

法人税、住民税及び事業税 632 863

法人税等調整額 6 56

法人税等合計 638 920

四半期純利益 927 1,316



（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。 

６．その他の情報 

  該当事項はありません。 
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