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

22年3月期第3四半期 78,969 △19.0 1,819 ― 1,635 ― 555 ―

21年3月期第3四半期 97,538 ― △355 ― △250 ― △925 ―

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 6.10 ―

21年3月期第3四半期 △12.88 ―

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 55,375 11,350 19.8 99.35
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3四半期  10,956百万円 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  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 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3四半期 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3四半期 62,139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3四半期 91,046,023株 21年3月期第3四半期 71,822,810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のわが国経済は、物価の低迷、企業の雇用や設備投資の過剰感に加え、

ドバイ政府筋企業の資金繰り危機に端を発した急速な円高や株価低迷が企業の業績回復を阻害した

結果、未だ本格的な景気回復への道筋は見えておりません。 

飼料畜産業界においては、穀物相場は良好な天候による豊作を背景に安値へ推移した時期もありま

したが、投機筋資金の流入もあり徐々に堅調に推移しました。為替相場においては低金利政策を続け

る米国のドルに代わり円が買われたことから、円高傾向を強めました。また畜産物は供給量の増加と

消費の低迷により、特に豚肉相場が低迷しました。 

配合飼料業界全体の販売数量はほぼ前年並みとなる中、当社グループでは配合飼料や畜水産物など

販売の強化を図るとともに、安定した収益の確保に向け注力いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における配合飼料の販売数量は前年同期を上回りました。ま

た売上高は配合飼料価格の値下げが大きく影響し、789 億６千９百万円（前年同期比 19.0％減）とな

りましたが、配合飼料原料相場の好転などもあり、経常利益は 16 億３千５百万円（前年同期は経常

損失２億５千万円）、四半期純利益は５億５千５百万円（前年同期は四半期純損失９億２千５百万円）

となりました。 

事業別の概況は次のとおりであります。 

 

飼料事業では、販売数量の増加に努め、上述の通り前年同期を上回る実績となりましたが、配合飼

料価格の改定があり、売上高は 593 億２千７百万円（前年同期比 20.6％減）となりました。営業利

益は、原料相場に恵まれたことなどもあり、20億７千７百万円（同 279.6％増）となりました。 

 

畜産事業では、当社農場関連子会社の生産性の向上や高品質な畜産物の販売による利益の確保に取

組みましたが、低迷する畜産物相場の影響を受け、売上高は 145 億円（前年同期比 16.0％減）、営業

利益は１億１千２百万円（前年同期は営業損失５億２百万円）となりました。 

 

その他の事業においては、売上高は 51 億４千万円（前年同期比 6.9％減）となり、営業利益は１億

６千３百万円（同 11.7％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３四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 26 億２千３百万円増加

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８億９千３百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が 27 億５千

万円増加したこと及び現金及び預金が15億２千３百万円増加したことなどにより増加しております。 

 負債は、支払手形及び買掛金が 23億５千７百万円増加したものの、長期借入金が 28億６千３百万

円減少したこと及び短期借入金が 18 億９千４百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に

比べ 21億８千７百万円の減少となりました。 

純資産は、利益剰余金が 27億２千９百万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 48 億１千万円の増加となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、24億４

千２百万円となりました。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、35 億４千３百万円となりました。これは主に売上債権の増加が

27 億３千３百万円あった一方で、仕入債務の増加が 23億３千９百万円、減価償却費が 13億２千６百

万円、税金等調整前四半期純利益が 11 億６千８百万円あったこと及びたな卸資産の減少が８億５千

３百万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、12 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８億７千６百万円あった一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が 11 億８千１百万

円あったこと及び貸付けによる支出が９億２千７百万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、12 億円となりました。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 38 億１百万円あったこと及び短期借入

金の減少が 14億５千８百万円あ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 11 月６日に公表いたしました通期の業績

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 

連結の範囲に関する事項の変更 

①連結の範囲の変更 

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 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,125,861 1,602,321

受取手形及び売掛金 23,311,655 20,561,245

商品及び製品 961,098 926,085

原材料及び貯蔵品 3,441,577 4,334,924

動物 2,272,749 2,268,245

その他 1,861,536 2,018,354

貸倒引当金 △688,842 △575,766

流動資産合計 34,285,636 31,135,411

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,338,262 5,449,085

土地 6,231,771 6,119,840

その他（純額） 3,372,087 3,640,095

有形固定資産合計 14,942,122 15,209,022

無形固定資産   

のれん 274,467 371,785

その他 224,443 256,115

無形固定資産合計 498,910 627,900

投資その他の資産   

投資有価証券 4,993,366 4,521,484

その他 3,366,870 3,912,506

貸倒引当金 △2,711,838 △2,654,692

投資その他の資産合計 5,648,397 5,779,297

固定資産合計 21,089,431 21,616,220

資産合計 55,375,067 52,751,632
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,578,455 11,221,149

短期借入金 15,049,676 16,944,487

未払法人税等 218,920 30,984

役員賞与引当金 9,067 －

その他 4,859,597 4,870,498

流動負債合計 33,715,716 33,067,119

固定負債   

長期借入金 8,012,117 10,875,139

退職給付引当金 1,231,036 1,312,843

役員退職慰労引当金 19,022 17,351

その他 1,046,632 939,255

固定負債合計 10,308,808 13,144,589

負債合計 44,024,525 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 △302,653 △3,032,622

自己株式 △9,765 △9,614

株主資本合計 10,250,682 5,695,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 675,070 446,692

繰延ヘッジ損益 30,370 13,073

評価・換算差額等合計 705,440 459,765

少数株主持分 394,418 384,783

純資産合計 11,350,542 6,539,923

負債純資産合計 55,375,067 52,751,632
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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：千円）

前第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) 

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

売上高 97,538,523 78,969,162

売上原価 89,426,276 68,490,548

売上総利益 8,112,246 10,478,613

販売費及び一般管理費 8,468,077 8,659,297

営業利益又は営業損失（△） △355,830 1,819,316

営業外収益   

受取利息 23,287 20,388

受取配当金 128,279 65,130

負ののれん償却額 2,266 －

卵価安定基金割戻金 393,301 2,910

持分法による投資利益 － 87,168

その他 118,992 179,922

営業外収益合計 666,126 355,520

営業外費用   

支払利息 394,583 312,293

持分法による投資損失 20,761 －

貸倒引当金繰入額 115,646 155,754

その他 29,569 71,064

営業外費用合計 560,560 539,112

経常利益又は経常損失（△） △250,264 1,635,724

特別利益   

固定資産売却益 12,015 146,060

投資有価証券売却益 11,958 －

貸倒引当金戻入額 5,322 328

特別利益合計 29,296 146,388

特別損失   

固定資産売却損 34,112 88,982

固定資産除却損 104,467 108,165

減損損失 384,354 94,384

貸倒引当金繰入額 194,857 322,018

その他 20,662 －

特別損失合計 738,454 613,550

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（△）

△959,422 1,168,563

法人税、住民税及び事業税 61,704 225,590

法人税等調整額 △121,762 376,780

法人税等合計 △60,057 602,371

少数株主利益 25,865 10,675

四半期純利益又は四半期純損失（△） △925,230 555,516
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△959,422 1,168,563

減価償却費 1,425,665 1,326,765

減損損失 384,354 94,384

のれん償却額 96,461 97,317

負ののれん償却額 △2,266 －

持分法による投資損益（△は益） 20,761 △87,168

投資有価証券売却損益（△は益） △10,969 －

投資有価証券評価損益（△は益） 20,113 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,336 △81,806

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,772 9,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △67,647 1,671

貸倒引当金の増減額（△は減少） 383,981 172,280

受取利息及び受取配当金 △151,566 △85,519

支払利息 394,583 312,293

固定資産除売却損益（△は益） 126,563 51,087

売上債権の増減額（△は増加） △8,715,151 △2,733,541

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,706 853,830

仕入債務の増減額（△は減少） 5,162,816 2,339,482

その他 42,129 303,005

小計 △1,863,451 3,741,714

法人税等の支払額 △226,886 △51,657

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 △2,090,337 3,543,055

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 △114,005 △657,270

定期預金の払戻による収入 118,533 179,335

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,230,268 △1,181,392

有形及び無形固定資産の売却による収入 89,385 347,490

投資有価証券の取得による支出 △67,481 △1,595

投資有価証券の売却による収入 879,671 －

貸付けによる支出 △682,494 △927,776

貸付金の回収による収入 676,785 876,010

利息及び配当金の受取額 154,719 87,030

事業譲受による支出 △11,634 △15,527

その他 △11,132 △2,938

投資活動によるキャッシュ・フロー △197,923 △1,296,634

日本配合飼料㈱ (2056)　平成22年３月期 第３四半期決算短信

- 8 -



（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 726,089 △1,458,805

長期借入れによる収入 5,540,000 502,000

長期借入金の返済による支出 △2,948,864 △3,801,028

株式の発行による収入 － 3,999,944

利息の支払額 △384,401 △304,992

配当金の支払額 △215,483 －

リース債務の返済による支出 △125,599 △137,783

その他 △1,599 △151

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,590,141 △1,200,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 301,879 1,045,604

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 2,118,244 2,442,677
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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） 

 
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 
74,747,561 17,267,544 5,523,417 97,538,523 ― 97,538,523

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
7,058,652 979,557 774,804 8,813,014 (8,813,014) ―

計 81,806,214 18,247,101 6,298,222 106,351,538 (8,813,014) 97,538,523

 営業利益又は営業損失(△) 547,418 △502,809 146,737 191,345 (547,176) △355,830

(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３四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年 12 月 31 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 
59,327,504 14,500,893 5,140,764 78,969,162 ― 78,969,162

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
4,894,856 913,851 616,634 6,425,341 (6,425,341) ―

計 64,222,361 15,414,744 5,757,398 85,394,504 (6,425,341) 78,969,162

 営業利益 2,077,976 112,963 163,837 2,354,777 (535,461) 1,819,316

(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） 

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３四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年 12 月 31 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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 
当第３四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年 12 月 31 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３四半期連結累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３四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。 

日本配合飼料㈱ (2056)　平成22年３月期 第３四半期決算短信

- 11 -




