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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 51,971 △17.5 1,237 ― 1,011 ― 245 ―

21年3月期第2四半期 62,982 ― △407 ― △254 ― △441 ―

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2四半期 2.97 ―

21年3月期第2四半期 △6.14 ―

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2四半期 53,163 10,948 19.9 95.70
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2四半期  10,553百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 103,000 △16.4 1,800 ― 1,400 ― 500 ― 5.24
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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11月６日)公表の
「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。 

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2四半期 110,337,998株 21年3月期 71,876,998株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 61,549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2四半期 82,804,576株 21年3月期第2四半期 71,824,648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２四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出や生産の増加により、景気にやや明るい兆しが見

え始めましたが、全体としては雇用・所得環境が悪化し、企業の設備投資が低調なことから未だ持続

的な景気回復に不安が残る状況であります。 

飼料畜産業界においては、穀物相場は、期初産地での作付面積の減少を受けて高値圏にありました

が、良好な天候により大豊作が見込まれたことから急激に安値へ推移し、為替相場においてはドル離

れが顕著となり、徐々に円高傾向を強めました。また畜産物相場は、生産量の増加と消費者の安値志

向が相場に大きく影響し、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵のいずれも相場が低迷しました。 

配合飼料業界全体の販売数量は、乳牛用配合飼料が前年を下回ったものの、養豚用配合飼料が増加

傾向にあったため、ほぼ前年並みとなりました。 

このような状況の中、当社グループでは、配合飼料や畜水産物など取扱製品の販売の拡充を図ると

ともに、関係会社の業績改善に注力し、安定した業績の確立と収益の確保に向け邁進しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における配合飼料の販売数量は前年を上回りましたが、配合

飼料価格の改定が大きく影響し、売上高は 519 億７千１百万円（前年同期比 17.5％減）となりました。

利益面においては、飼料製造原価の見直しによるコスト改善により、経常利益は 10 億１千１百万円

（前年同期は経常損失２億５千４百万円）、四半期純利益は２億４千５百万円（前年同期は四半期純

損失４億４千１百万円）となり、大幅な増益となりました。 

 

なお、各事業別の概況は次のとおりです。 

 

飼料事業では、販売数量を増加すべく、新飼料の発売や営業担当者の技術研修を実施すると同時に、

収益性の高い原料を採用するなど利益向上に向けて鋭意企業努力を重ねました。しかしながら配合飼

料価格の改定があり、売上高は 391 億４千２百万円（前年同期比 18.5％減）となりました。営業利益

については、飼料製造原価におけるコスト改善などが大きく寄与し、この結果 13億７千９百万円（前

年同期は営業利益５千６百万円）となりました。 

畜産事業では、安全で安心な畜産物を提供すべく、品質管理の徹底を図るとともに販路拡大に取組

みましたが、各畜産物相場の低迷が大きく影響し、売上高は 95 億７千６百万円（前年同期比 16.1％

減）、営業利益は１億９百万円（前年同期は営業損失２億３千４百万円）となりました。 

その他の事業においては、季節需要に応じた自社畜水産資材の販売推進や資材展での当社アピール

など鋭意取組みました。しかし、消費低迷の影響を受け、売上高は 32 億５千２百万円（前年同期比

8.9％減）となり、営業利益も１億１千２百万円（同 14.9％減）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２四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４億１千２百万円増加し

ました。その主な内容は以下のとおりであります。 

資産は、原材料及び貯蔵品が５億３千６百万円減少したものの、現金及び預金が 12 億７千８百万

円増加したことなどにより増加しております。 

 負債は、短期借入金が 25億９千２百万円減少したこと及び長期借入金が 20億４千５百万円減少し

たことなどにより、前連結会計年度末に比べ 39億９千６百万円の減少となりました。 

純資産は、利益剰余金が 24億２千万円増加したこと及び資本金が 19億９千９百万円増加したこと
などにより、前連結会計年度末に比べ 44億８百万円の増加となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、21億９

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、27 億９千９百万円となりました。これは主に減価償却費が８億８

千万円、税金等調整前四半期純利益が６億３千８百万円あったこと、仕入債務の増加が６億７千１百

万円あったこと及びたな卸資産の減少が５億３千６百万円あったことなどによるものであります。 

投資活動の結果減少した資金は、10 億４千８百万円となりました。これは主に貸付金の回収による

収入が５億８千３百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入が３億３千９百万円あった一方で、

有形及び無形固定資産の取得による支出が８億７千６百万円、貸付けによる支出が６億５千万円あっ

たこと及び定期預金の預入による支出が５億３千９百万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、９億５千１百万円となりました。これは主に株式の発行による収

入が 39億９千９百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が 28億５千７百万円あったこと

及び短期借入金の減少が 22 億８千２百万円あったことなどによるものであります。 
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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「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 

連結の範囲に関する事項の変更 

①連結の範囲の変更 

当第２四半期連結会計期間において、株式会社白樺ファームを新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。 

②変更後の連結子会社の数 

28 社 

 

日本配合飼料㈱ (2056)　平成22年３月期 第２四半期決算短信

- 4 -



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,880,323 1,602,321

受取手形及び売掛金 20,872,021 20,561,245

商品及び製品 907,757 926,085

原材料及び貯蔵品 3,798,006 4,334,924

動物 2,287,383 2,268,245

その他 1,966,577 2,018,354

貸倒引当金 △667,001 △575,766

流動資産合計 32,045,067 31,135,411

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,335,887 5,449,085

土地 6,229,402 6,119,840

その他（純額） 3,536,205 3,640,095

有形固定資産合計 15,101,495 15,209,022

無形固定資産   

のれん 306,906 371,785

その他 237,465 256,115

無形固定資産合計 544,372 627,900

投資その他の資産   

投資有価証券 4,813,674 4,521,484

その他 3,363,148 3,912,506

貸倒引当金 △2,703,766 △2,654,692

投資その他の資産合計 5,473,055 5,779,297

固定資産合計 21,118,924 21,616,220

資産合計 53,163,991 52,751,632
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 11,912,928 11,221,149

短期借入金 14,352,108 16,944,487

未払法人税等 89,483 30,984

役員賞与引当金 6,045 －

その他 4,717,922 4,870,498

流動負債合計 31,078,488 33,067,119

固定負債   

長期借入金 8,830,053 10,875,139

退職給付引当金 1,256,795 1,312,843

役員退職慰労引当金 18,446 17,351

その他 1,031,462 939,255

固定負債合計 11,136,758 13,144,589

負債合計 42,215,247 46,211,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,563,129 6,563,157

資本剰余金 1,999,972 2,174,453

利益剰余金 △612,349 △3,032,622

自己株式 △9,701 △9,614

株主資本合計 9,941,051 5,695,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 621,935 446,692

繰延ヘッジ損益 △9,030 13,073

評価・換算差額等合計 612,905 459,765

少数株主持分 394,787 384,783

純資産合計 10,948,743 6,539,923

負債純資産合計 53,163,991 52,751,632
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 62,982,292 51,971,651

売上原価 57,847,133 45,000,171

売上総利益 5,135,159 6,971,480

販売費及び一般管理費 5,542,186 5,733,687

営業利益又は営業損失（△） △407,027 1,237,792

営業外収益   

受取利息 15,627 13,348

受取配当金 87,000 46,321

持分法による投資利益 － 2,895

負ののれん償却額 1,511 －

卵価安定基金割戻金 393,301 2,280

その他 80,854 143,729

営業外収益合計 578,295 208,574

営業外費用   

支払利息 263,164 215,549

持分法による投資損失 24,789 －

貸倒引当金繰入額 114,198 176,942

その他 24,022 42,655

営業外費用合計 426,175 435,147

経常利益又は経常損失（△） △254,907 1,011,219

特別利益   

固定資産売却益 7,920 143,488

投資有価証券売却益 11,945 －

貸倒引当金戻入額 30,714 28,989

特別利益合計 50,581 172,477

特別損失   

固定資産売却損 24,769 76,429

固定資産除却損 24,312 103,421

減損損失 293,798 77,886

貸倒引当金繰入額 － 287,294

その他 2,792 －

特別損失合計 345,673 545,031

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△549,998 638,665

法人税、住民税及び事業税 85,581 69,796

法人税等調整額 △215,388 312,750

法人税等合計 △129,806 382,546

少数株主利益 21,000 10,298

四半期純利益又は四半期純損失（△） △441,193 245,820
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△549,998 638,665

減価償却費 935,107 880,387

減損損失 293,798 77,886

のれん償却額 64,307 64,878

負ののれん償却額 △1,511 －

持分法による投資損益（△は益） 24,789 △2,895

投資有価証券売却損益（△は益） △11,945 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,243 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △77,621 △56,047

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,750 6,045

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △68,205 1,095

貸倒引当金の増減額（△は減少） 103,379 140,309

受取利息及び受取配当金 △102,628 △59,670

支払利息 263,164 215,549

固定資産除売却損益（△は益） 41,161 36,362

売上債権の増減額（△は増加） △3,472,993 △290,629

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,013,753 536,110

仕入債務の増減額（△は減少） 747,634 671,715

その他 △339,113 112,038

小計 △1,128,929 2,971,800

法人税等の支払額 △161,129 △25,300

債務保証履行による支払額 － △147,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,290,059 2,799,500

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 △110,855 △539,238

定期預金の払戻による収入 112,533 61,335

有形及び無形固定資産の取得による支出 △791,349 △876,841

有形及び無形固定資産の売却による収入 61,743 339,674

投資有価証券の取得による支出 △21,949 △1,058

投資有価証券の売却による収入 872,647 －

貸付けによる支出 △393,133 △650,776

貸付金の回収による収入 442,457 583,133

利息及び配当金の受取額 102,656 59,931

事業譲受による支出 △7,911 △15,527

その他 5,950 △8,842

投資活動によるキャッシュ・フロー 272,790 △1,048,211
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 803,908 △2,282,313

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 △1,997,674 △2,857,151

株式の発行による収入 － 3,999,944

利息の支払額 △262,016 △217,262

配当金の支払額 △215,483 －

リース債務の返済による支出 △72,968 △96,318

その他 △1,365 △87

財務活動によるキャッシュ・フロー 884,400 △951,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,868 800,099

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 1,683,495 2,197,172
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(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】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年９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 
48,002,472 11,407,825 3,571,994 62,982,292 ― 62,982,292

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
4,641,359 671,815 430,313 5,743,488 (5,743,488) ―

計 52,643,831 12,079,641 4,002,307 68,725,780 (5,743,488) 62,982,292

 営業利益又は営業損失(△) 56,634 △234,462 132,166 △45,661 (361,365) △407,027

(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２四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年９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 
39,142,839 9,576,098 3,252,713 51,971,651 ― 51,971,651

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
3,314,983 628,448 426,120 4,369,553 (4,369,553) ―

計 42,457,822 10,204,547 3,678,834 56,341,204 (4,369,553) 51,971,651

 営業利益 1,379,328 109,823 112,420 1,601,571 (363,778) 1,237,792

(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２四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年９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２四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年９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２四半期連結累計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20年９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２四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年９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 

   当社は、平成 21 年７月 31 日付で、三井物産株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。

この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が 19 億９千９百万円、資本準備金が 19 億９千

９百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が 85 億６千３百万円、資本準備金が

19 億９千９百万円となっております。 
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