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

22年3月期第1四半期 26,327 △15.8 542 ― 518 ― 323 ―

21年3月期第1四半期 31,260 ― △20 ― △20 ― △24 ―

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 4.51 ―

21年3月期第1四半期 △0.34 ―

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 52,015 7,100 12.9 93.39
21年3月期 52,751 6,539 11.7 85.71

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  6,707百万円 21年3月期  6,155百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

55,700 △11.6 610 ― 480 ― 180 ― 2.51

通期 114,200 △7.3 1,200 ― 900 ― 300 ― 4.18
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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、４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） 

(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。 

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 71,876,998株 21年3月期 71,876,998株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 61,459株 21年3月期 60,755株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 71,815,899株 21年3月期第1四半期 71,827,640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１四半期連結累計期間のわが国経済は、昨秋の米国金融危機に起因する世界的な景気後退局面

から徐々に回復しつつありますが、雇用や所得減少により個人消費の低迷が続き、景気好転には程遠

い状況であります。 

飼料畜産業界においては、主原料の穀物相場が米国主産地での天候不順や投機資金の流入により高

値で推移しており、また畜産物相場は消費の低迷に加え、一時的に新型インフルエンザの影響もあり、

鶏卵・鶏肉・豚肉・牛肉相場は低迷し、前年を下回る結果となりました。 

このように配合飼料を取巻く経営環境は厳しい状況でありましたが、当社グループでは、お客様に

満足していただくため、より『安心』で『安全』な畜水産物を提供できるような品質の高い価値ある

製品を製造・供給してまいりました。 

この結果、配合飼料の販売数量は前年同期を上回りましたが、配合飼料価格の改定もあり、売上高

は 263 億２千７百万円（前年同期比 15.8％減）となりました。経常利益では原料買付時の軟調な相場

環境もあり、５億１千８百万円（前年同期は経常損失２千万円）、四半期純利益は３億２千３百万円

（前年同期は四半期純損失２千４百万円）となりました。 

なお、各事業別の概況は次のとおりです。 

 

飼料事業におきましては、積極的に配合飼料販売に取組みましたが、売上高は配合飼料の製品価格

改定もあり、196 億５千２百万円（前年同期比 17.4％減）となりました。営業利益は原料買付のコス

ト低減などもあり、５億２千６百万円（同 199.8％増）となりました。 

畜産事業におきましては、畜産物相場の低迷が大きく響き、売上高は 49 億８百万円（前年同期比

13.1％減）、営業利益は１億２千９百万円（前年同期は営業損失５千３百万円）となりました。 

その他の事業では、消費低迷の中、水産物販売などに尽力した結果、売上高は 17 億６千６百万円

（前年同期比 3.7％減）、営業利益は６千３百万円（同 13.7％増）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１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ７億３千６百万円減少し

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、投資有価証券が４億１千５百万円増加した一方で、原材料及び貯蔵品の減少が

10 億８千１百万円あったことなどによる減少であります。 

 負債は、短期借入金が 15 億５百万円減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ 12 億９千６

百万円の減少となりました。 

純資産は、資本剰余金が 21 億７千４百万円減少した一方で、利益剰余金が 24億９千８百万円増加
したこと及びその他有価証券評価差額金が２億２千６百万円増加したことなどにより、前連結会計年
度末に比べ５億６千万円の増加となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、13億５

千７百万円となりました。その主な内容は以下のとおりであります。 

営業活動の結果得られた資金は、24 億６千９百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期

純利益が４億９千７百万円、減価償却費が４億２千７百万円あったこと及びたな卸資産の減少が 10

億９千４百万円あったことなどによるものであります。 

投資活動の結果減少した資金は、３億９千６百万円となりました。これは主に貸付金の回収による

収入が２億５千万円あった一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が４億２千６百万円あっ

たこと及び貸付けによる支出が３億７百万円あったことなどによるものであります。 

財務活動の結果減少した資金は、21 億１千３百万円となりました。これは主に長期借入れを５億２

百万円行った一方で、短期借入金の減少が 13 億７千６百万円あったこと及び長期借入金の約定弁済

を 10 億７千１百万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 

平成 22 年３月期の業績予想につきましては、平成 21 年５月 11 日に発表いたしました第２四半期

連結累計期間及び通期の業績予想の数値から変更はありません。 
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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 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,562,343 1,602,321

受取手形及び売掛金 20,493,381 20,561,245

商品及び製品 856,520 926,085

原材料及び貯蔵品 3,253,740 4,334,924

動物 2,324,883 2,268,245

その他 2,235,403 2,018,354

貸倒引当金 △595,048 △575,766

流動資産合計 30,131,223 31,135,411

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,338,097 5,449,085

土地 6,136,075 6,119,840

その他（純額） 3,746,625 3,640,095

有形固定資産合計 15,220,798 15,209,022

無形固定資産   

のれん 339,346 371,785

その他 245,689 256,115

無形固定資産合計 585,035 627,900

投資その他の資産   

投資有価証券 4,937,103 4,521,484

その他 3,787,885 3,912,506

貸倒引当金 △2,646,490 △2,654,692

投資その他の資産合計 6,078,498 5,779,297

固定資産合計 21,884,331 21,616,220

資産合計 52,015,555 52,751,632
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,323,118 11,221,149

短期借入金 15,439,364 16,944,487

未払法人税等 66,373 30,984

役員賞与引当金 3,022 －

その他 5,263,457 4,870,498

流動負債合計 32,095,337 33,067,119

固定負債   

長期借入金 10,434,240 10,875,139

退職給付引当金 1,298,482 1,312,843

役員退職慰労引当金 17,898 17,351

その他 1,069,094 939,255

固定負債合計 12,819,715 13,144,589

負債合計 44,915,053 46,211,709

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

利益剰余金 △534,363 △3,032,622

自己株式 △9,690 △9,614

株主資本合計 6,019,103 5,695,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 672,866 446,692

繰延ヘッジ損益 15,071 13,073

評価・換算差額等合計 687,937 459,765

少数株主持分 393,461 384,783

純資産合計 7,100,502 6,539,923

負債純資産合計 52,015,555 52,751,632
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

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

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

売上高 31,260,096 26,327,445

売上原価 28,484,245 22,836,736

売上総利益 2,775,850 3,490,708

販売費及び一般管理費 2,796,530 2,947,727

営業利益又は営業損失（△） △20,679 542,981

営業外収益   

受取利息 7,354 6,615

受取配当金 86,806 45,516

持分法による投資利益 － 22,924

負ののれん償却額 755 －

その他 58,949 67,838

営業外収益合計 153,866 142,895

営業外費用   

支払利息 131,127 114,134

持分法による投資損失 1,263 －

貸倒引当金繰入額  48,088

その他 20,867 4,902

営業外費用合計 153,258 167,125

経常利益又は経常損失（△） △20,071 518,751

特別利益   

固定資産売却益 6,584 3,389

投資有価証券売却益 11,945 －

貸倒引当金戻入額 48,178 39,183

特別利益合計 66,708 42,572

特別損失   

固定資産売却損 10,917 6,747

固定資産除却損 9,927 56,735

減損損失 7,883 －

その他 549 －

特別損失合計 29,278 63,483

税金等調整前四半期純利益 17,358 497,839

法人税、住民税及び事業税 109,406 41,208

法人税等調整額 △78,925 126,393

法人税等合計 30,480 167,601

少数株主利益 11,506 6,431

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,628 323,806
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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)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 17,358 497,839

減価償却費 460,933 427,920

減損損失 7,883 －

のれん償却額 32,153 32,439

負ののれん償却額 △755 －

持分法による投資損益（△は益） 1,263 △22,924

投資有価証券売却損益（△は益） △11,945 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,824 △14,360

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,727 3,022

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △68,783 547

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,418 11,079

受取利息及び受取配当金 △94,161 △52,132

支払利息 131,127 114,134

固定資産除売却損益（△は益） 14,261 60,094

売上債権の増減額（△は増加） △2,523,641 108,122

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,249,572 1,094,112

仕入債務の増減額（△は減少） 379,265 72,785

その他 △350,808 157,053

小計 △814,791 2,489,733

法人税等の支払額 △161,129 △19,822

営業活動によるキャッシュ・フロー △975,921 2,469,911

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 △4,200 △16,735

定期預金の払戻による収入 － 17,002

有形及び無形固定資産の取得による支出 △399,931 △426,870

有形及び無形固定資産の売却による収入 15,806 37,911

投資有価証券の取得による支出 △21,123 △476

投資有価証券の売却による収入 872,553 －

貸付けによる支出 △235,463 △307,000

貸付金の回収による収入 233,897 250,470

利息及び配当金の受取額 96,002 53,878

事業譲受による支出 △4,092 △15,182

その他 △1,256 10,945

投資活動によるキャッシュ・フロー 552,192 △396,056
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(単位：千円)

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

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

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） △990,350 △1,376,799

長期借入れによる収入 2,630,000 502,000

長期借入金の返済による支出 △959,314 △1,071,222

利息の支払額 △128,221 △113,267

配当金の支払額 △215,483 －

リース債務の返済による支出  △54,198

その他 △29,528 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 307,101 △2,113,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,626 △39,709

現金及び現金同等物の期首残高 1,816,364 1,397,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,699,737 1,357,363
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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

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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年６月 30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 
23,779,683 5,645,943 1,834,469 31,260,096 ― 31,260,096

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
2,277,456 325,428 242,743 2,845,628 (2,845,628) ―

計 26,057,139 5,971,372 2,077,212 34,105,724 (2,845,628) 31,260,096

 営業利益又は営業損失(△) 175,606 △53,251 55,589 177,943 (198,623) △20,679

(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 

 
当第１四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年６月 30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 
19,652,707 4,908,568 1,766,168 26,327,445 ― 26,327,445

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
1,677,166 316,316 254,031 2,247,513 (2,247,513) ―

計 21,329,874 5,224,884 2,020,199 28,574,958 (2,247,513) 26,327,445

 営業利益 526,426 129,319 63,215 718,961 (175,979) 542,981

(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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年６月 30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。 

 
当第１四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年６月 30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。 
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【海外売上高】 
前第１四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年６月 30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 
当第１四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年６月 30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。 

 

６．その他の情報 
 
【重要な後発事象】 

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

   当社は、平成 21 年７月 15日開催の当社取締役会において、第三者割当による当社の普通株式の発

行を決議し、平成 21年７月 31 日付けで払込を完了し、同日付けで新株を発行しております。 

   本第三者割当増資の詳細につきましては、平成 21 年７月 15 日付で開示しております「第三者割当

により発行される株式の募集及び「その他の関係会社」の異動に関するお知らせ」をご覧ください。 

また、新株式発行の払込完了の詳細につきましては、平成 21年７月 31日付で開示しております「第

三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ」をご覧ください。 
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