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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 36,581 5.2 6,740 28.0 6,239 29.5 3,686 29.7
21年3月期第3四半期 34,757 ― 5,267 ― 4,819 ― 2,842 ―

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3四半期 131.52 ―

21年3月期第3四半期 101.43 101.41

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3四半期 30,188 18,325 60.7 653.84
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3四半期  18,325百万円 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

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 ― 15.00 ― 18.00 33.00
22年3月期 ― 19.00 ―

22年3月期 
（予想）

19.00 38.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 46,500 4.0 7,900 19.9 7,200 19.7 4,250 20.0 151.64

                          



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3四半期 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3四半期  1,332,625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3四半期 28,027,414株 21年3月期第3四半期 28,022,350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。 

                          



     当第３四半期累計期間（平成21年４月1日から平成21年12月31日）におけるわが国経済は、世界的な景気後退 

   に底打ちの兆しがみられるものの、企業業績の低迷・個人所得の低下が引き続き、先行き不透明な状況で推移 

   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。 

     当該期間におきましても、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 

   である「室内飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」に伴う消費者ニーズに対応する製品ラインの拡充と 

   販売促進を行ってまいりました。 

    ペットフード部門では、平成21年9月に、犬・猫の長寿化の進展とともにいつまでも元気で長生きして欲しい 

   と願うペット飼育者のニーズに応え、”13歳以上用”という新しい年齢セグメントを創造する商品として、 

  『愛犬元気 13歳からの愛犬用』、『ゲインズ パックン 13歳からの愛犬用』、『ねこ元気13歳以上用』、『ね 

   こ元気13歳以上用 パウチタイプ』、『銀のスプーン13歳以上用』、『銀のスプーンプレミアムグルメ13歳以上 

   用』、『銀のスプーン13歳以上用 缶』、『銀のスプーン13歳以上用 パウチタイプ』、『銀のスプーン おいし 

   いスープ13歳以上用』を発売しました。また、平成20年9月に発売後、ご好評頂いている犬種別フード『愛犬元 

   気ベストバランス』シリーズに、『同 ミニチュアダックスフンド用10歳以上用』、『同 シー・ズー用 10歳以 

   上用』、『同 柴犬用』、『同 パウチタイプ』を発売し、ラインナップを拡大しました。 

    ペットトイレタリー部門では、平成21年9月に『デオシート 強力消臭パワー』を、高い消臭力と吸収力をそ 

   のままに、環境に配慮して薄型化してリニューアル発売いたしました。 

    以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は、36,581百万円（前年同四半期比5.2%増）、営業利益は6,740 

   百万円(前年同四半期比28.0%増)、四半期純利益は3,686百万円(前年同四半期比29.7%増)となっております。 

  

  

  

   総資産は、前事業年度末に比べ4,281百万円増加し、30,188百万円となりました。これは、主に現金及び預金 

 が3,267百万円増加、受取手形及び売掛金が1,584百万円増加し、有価証券が474百万円減少、製品が414百万円 

 減少したものであります。 

   負債合計は、前事業年度末に比べ1,605百万円増加し、11,862百万円となりました。これは、主に買掛金が 

 751百万円増加、未払金が935百万円増加したものであります。 

         純資産合計は、前事業年度末に比べ2,675百万円増加し、18,325百万円となりました。これは、主に利益剰余 

    金が2,649百万円増加したものであります。 

         自己資本比率は、前事業年度末60.4％から、0.3ポイント向上し、60.7％となりました。 

  

  

  

   当社事業を取り巻く環境につきましては、国内経済は、引き続き景気の先行き不透明な中、当ペットケア業 

 界におきましては、社会現象である、少子化・高齢化および晩婚化傾向が、人々に安らぎと潤いを求める事を 

 促し、ペットをコミュニケーションの相手としてより親密な存在へと変化させていくことで、ペット飼育を求 

 める傾向は増加していくことが考えられます。 

   こうした状況のもと当社は、継続して消費者ニーズを捉えた製品の開発・市場開発に努め、引き続き「室内 

 飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」という国内のペット飼育の４大潮流に対応した商品展開と販売促 

 進を行ってまいります。 

   第３四半期累計の業績を勘案した結果、通期の業績予想を、売上高46,500百万円(対前期比4.0%増)、営業利 

 益7,900百万円(対前期比19.9%増)、当期純利益4,250百万円(対前期比20.0%増)といたします。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



   平成22年３月期業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

   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 

 前回発表予想（Ａ）        46,500        7,600       6,950       4,100      146.29 

 今回発表予想（Ｂ）       46,500        7,900       7,200       4,250      151.64 

 増減額（Ｂ－Ａ）           －          300         250         150        5.35 

 増減率（％）           －          3.9         3.6         3.7         3.7 

 （ご参考）前期実績

（平成21年３月期） 
      44,731        6,588       6,016       3,541      126.39 

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

（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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 17,535 14,268

受取手形及び売掛金 6,181 4,596

有価証券 － 474

製品 1,246 1,660

原材料及び貯蔵品 474 502

繰延税金資産 885 746

その他 79 111

貸倒引当金 △49 △36

流動資産合計 26,353 22,323

固定資産   

有形固定資産 3,011 2,813

無形固定資産 9 11

投資その他の資産   

その他 819 759

貸倒引当金 △5 －

投資その他の資産合計 814 759

固定資産合計 3,834 3,583

資産合計 30,188 25,907

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,519 4,767

未払金 3,712 2,777

未払法人税等 1,466 1,584

賞与引当金 148 246

その他 206 83

流動負債合計 11,052 9,459

固定負債   

退職給付引当金 600 561

その他 209 236

固定負債合計 810 797

負債合計 11,862 10,257



（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 13,596 10,947

自己株式 △200 △200

株主資本合計 18,324 15,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 △8

繰延ヘッジ損益 △8 △17

評価・換算差額等合計 0 △25

純資産合計 18,325 15,649

負債純資産合計 30,188 25,907



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 34,757 36,581

売上原価 19,387 18,197

売上総利益 15,369 18,383

販売費及び一般管理費 10,102 11,643

営業利益 5,267 6,740

営業外収益   

受取利息 69 54

その他 16 9

営業外収益合計 85 64

営業外費用   

売上割引 529 555

その他 4 10

営業外費用合計 533 565

経常利益 4,819 6,239

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

固定資産除却損 2 －

特別損失合計 2 －

税引前四半期純利益 4,822 6,239

法人税、住民税及び事業税 2,065 2,713

法人税等調整額 △85 △160

法人税等合計 1,979 2,553

四半期純利益 2,842 3,686



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（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
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