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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
（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        ％

23年３月期第１四半期 28,187  △4.6 313 △57.5 235 △60.1 33 △84.6
22年３月期第１四半期 29,553 △18.0 737   34.1 589    5.7 216 △29.5

 

 
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

23年３月期第１四半期 0. 34 －   
22年３月期第１四半期 2. 18  －   

 
（２）連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 43,240 13,019 30.1 130. 89
22年３月期 42,747 13,397 31.3 134. 68

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期 13,016百万円 22年３月期  13,393百万円

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
22年３月期 －   －   －  3. 00 3. 00   
23年３月期     

23年３月期(予想)  －   －  3. 00 3. 00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 57,000 △2.4 800 △37.5 700 △20.8 300 △18.0 3. 02
通  期 118,000  1.0 2,100 △18.7 1,800   6.4 800  37.9 8. 04

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 －社 (社名) － 、除外 －社 (社名) － 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 103,995,636株 22年３月期 103,995,636株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 4,548,170株 22年３月期 4,547,519株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 99,447,655株 22年３月期１Ｑ 99,448,028株

 
 
 
 
 
 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・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大きく異なる可能性がありま
す。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
【添付資料】2ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日）のわが国経済は、一部に景気

の持ち直しの傾向が見られるものの、消費者の買い控えや設備投資の抑制に欧州の財政問題など新たな

懸念要因も加わり、先行きの不透明感から国内消費は顕著な改善傾向が見受けられませんでした。 

飼料畜産業界におきましては、宮崎県において発生した口蹄疫は、家畜の移動・搬出制限や殺処分、

海外への畜産品輸出停止など業界全体に大きな影響を与えました。また、配合飼料の原料相場は前四半

期並みで大きな変化なく推移しました。 

畜産物につきましては、鶏卵・鶏肉・豚肉相場とも前年同期と比べ堅調に推移しました。 

こうした環境にあって当社グループの配合飼料の販売数量は前年同期をわずかながら下回り、売上高

は配合飼料価格を昨年10月以降重ねて値下げしたことなどから281億８千７百万円（前年同期比4.6％

減）と減収となりました。営業利益は３億１千３百万円と前年同期比57.5％減となり、経常利益は２億

３千５百万円（前年同期比60.1％減）となりました。また、資産除去債務に関する会計基準の適用によ

る特別損失２億４千万円を計上したことから、当四半期純利益は３千３百万円（前年同期比84.6％減）

となりました。 
  
事業別の状況は、以下のとおりです。 
  

飼料事業 

飼料事業では、配合飼料の販売数量は前年同期をわずかながら下回りました。売上高は、配合飼料価

格の値下げを前年10月以降重ねて行ったことなどから前年同期比5.8％減の192億２千７百万円となり、

営業利益は配合飼料価格安定基金の負担金が減少したものの、原料価格の変動に販売価格が連動しなか

ったことにより５億１千８百万円（前年同期比40.4％減）と減益となりました。 
  
畜産物事業 

畜産物事業では、売上高は前年同期比1.9％減の89億５千９百万円となり、営業利益は消費者の低価

格志向の影響を受け３千４百万円（前年同期比73.5％減）となりました。 

  

  ①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の財政状況を前期末と比べますと、総資産は受取手形及び売掛金の増加等により４

億９千２百万円増加して432億４千万円となり、一方、負債は、短期借入金及び長期借入金あわせて

11億７千１百万円増加したこと等により、８億７千万円増加して302億２千万円となりました。純資

産は３億７千７百万円減少して、130億１千９百万円となりました。 

  ②連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額８億３千５

百万円等により、８億７千３百万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に伴う固定資産の取得１億１千２百万円等によ

り、４千万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金、長期借入金合せて11億７千１百万円の増加等

により、９億２千６百万円の収入となりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物期末残高は、５億３千９百万円となりました。 

  

平成23年３月期の連結業績予想は平成22年５月14日に公表したとおりです。 
  

1. 当四半期の決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

1.簡便な会計処理 

  ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。   

  ②繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  ③固定資産の減価償却費の算定方法 

連結子会社においては、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基

づく年間償却予定額を期間按分する方法によっております。  

なお、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 

    税金費用の計算 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

  

1.「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 

平成20年３月10日）を適用しております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

2.資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 

 平成20年３月31日）を適用しております。 

  これにより、営業利益が０百万円、経常利益が１百万円及び税金等調整前四半期純利益が241百万

円それぞれ減少しております。 

3.表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 連結財務諸表等 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 582 571 

受取手形及び売掛金 19,321 18,854 

商品及び製品 758 915 

仕掛品 446 456 

原材料及び貯蔵品 2,772 2,562 

繰延税金資産 181 51 

短期貸付金 307 282 

その他 1,384 1,309 

貸倒引当金 △32 △42 

流動資産合計 25,723 24,961 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,056 2,060 

機械装置及び運搬具（純額） 2,614 2,700 

土地 2,903 2,911 

建設仮勘定 80 77 

その他（純額） 232 225 

有形固定資産合計 7,888 7,974 

無形固定資産   

その他 318 318 

無形固定資産合計 318 318 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,457 3,579 

長期貸付金 3,343 3,399 

長期未収入金 4,850 4,850 

破産更生債権等 25 25 

繰延税金資産 2,500 2,495 

その他 560 572 

貸倒引当金 △5,428 △5,429 

投資その他の資産合計 9,309 9,493 

固定資産合計 17,516 17,786 

資産合計 43,240 42,747 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,237 10,087 

短期借入金 8,779 6,748 

未払法人税等 91 872 

繰延税金負債 － 14 

賞与引当金 494 339 

その他 2,874 2,950 

流動負債合計 22,476 21,013 

固定負債   

長期借入金 5,992 6,851 

退職給付引当金 1,210 1,194 

役員退職慰労引当金 172 164 

資産除去債務 265 － 

その他 102 126 

固定負債合計 7,743 8,337 

負債合計 30,220 29,350 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,199 5,199 

資本剰余金 4,947 4,947 

利益剰余金 3,513 3,778 

自己株式 △458 △458 

株主資本合計 13,202 13,467 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △145 △103 

繰延ヘッジ損益 △39 29 

評価・換算差額等合計 △185 △74 

少数株主持分 3 3 

純資産合計 13,019 13,397 

負債純資産合計 43,240 42,747 
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 29,553 28,187 

売上原価 25,849 25,344 

売上総利益 3,703 2,843 

販売費及び一般管理費 2,965 2,529 

営業利益 737 313 

営業外収益   

受取利息及び配当金 36 43 

その他 65 77 

営業外収益合計 101 121 

営業外費用   

支払利息 80 68 

持分法による投資損失 90 88 

その他 78 42 

営業外費用合計 250 199 

経常利益 589 235 

特別利益   

固定資産処分益 － 30 

特別利益合計 － 30 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 240 

特別損失合計 － 240 

税金等調整前四半期純利益 589 25 

法人税等 372 △8 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 33 

少数株主利益 0 0 

四半期純利益 216 33 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 589 25 

減価償却費 235 246 

引当金の増減額（△は減少） 339 168 

持分法による投資損益（△は益） 90 88 

売上債権の増減額（△は増加） △174 △437 

たな卸資産の増減額（△は増加） 203 △43 

仕入債務の増減額（△は減少） 82 149 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 240 

法人税等の支払額 △118 △835 

その他 587 △474 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,835 △873 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △158 △112 

有形及び無形固定資産の売却による収入 2 41 

投資有価証券の取得による支出 △1 △1 

投資有価証券の売却による収入 9 － 

短期貸付金の純増減額（△は増加） △25 △0 

長期貸付けによる支出 △60 △11 

長期貸付金の回収による収入 71 42 

その他 △3 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △166 △40 

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） △1,230 2,320 

長期借入れによる収入 300 － 

長期借入金の返済による支出 △668 △1,148 

自己株式の売却による収入 0 － 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △233 △239 

その他 104 △5 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,727 926 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58 12 

現金及び現金同等物の期首残高 619 527 

現金及び現金同等物の四半期末残高 561 539 
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当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

【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21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
（注）1．事業区分は、製品・商品の種類及び性質を考慮した売上集計区分によっております。 

 2．各事業の主要な製品・商品は下記のとおりであります。 

        飼料事業…鶏用・牛用・豚用・魚用飼料及びその他飼料等 

      畜産物事業…鶏卵・鶏肉・牛肉・豚肉・畜肉加工品及び加工卵等 

 3.  「為替差額」については、従来、営業外損益に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、

売上原価に計上する方法に変更しております。これにより、飼料事業セグメントの営業利益が12百万円減少

しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

        本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため該当事項はありません。 

【海外売上高】 

        海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

飼料事業 
(百万円)

畜産物事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

20,416 9,136 29,553 ― 29,553

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11 ― 11 (11) ―

計 20,428 9,136 29,564 (11) 29,553

営業費用 19,558 9,006 28,565 250 28,815

営業利益(又は営業損失) 869 129 999 (261) 737
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【セグメント情報】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第
17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１.報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも
のであります。 
 当社は、配合飼料の製造・販売並びに畜産物の購入・生産・加工・販売を主な内容とし、これに
関連する事業を展開していることから、「飼料事業」、「畜産物事業」の２つを報告セグメントと
しております。 
  各報告セグメントの主要な製品・商品は、「飼料事業」は鶏用・牛用・豚用・魚用飼料及びその
他飼料等であり、「畜産物事業」は鶏卵・鶏肉・牛肉・豚肉・畜肉加工品及び加工卵等でありま
す。 

  

２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

                                   （単位：百万円） 

 
（注）1  セグメント利益（営業利益）の調整額△239百万円にはセグメント間取引消去４百万円及び配賦不能営業

費用△243百万円が含まれております。配賦不能営業費用の主なものは、連結財務諸表提出会社本社の総務

部門等管理部門に係る費用であります。 

 2  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

        

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

報告セグメント
調整額

四半期連結損益
計算書計上額

飼料事業 畜産物事業 計
(注)１ (注)2

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,227 8,959 28,187 ― 28,187

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

14 ― 14 (14) ―

計 19,241 8,959 28,201 (14) 28,187

セグメント利益 518 34 552 ( 239) 313

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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