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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 24,169 △8.2 △114 ― △212 ― △773 ―
22年３月期第１四半期 26,327 △15.8 542 ― 518 ― 323 ―

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 △7 01 ―
22年３月期第１四半期 4 51 ―

 (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 48,540 11,103 22.1 97 26

22年３月期 51,226 12,468 23.6 109 48

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 10,725百万円 22年３月期 12,073百万円

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 ― 0 00 ― 0 00 0 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0 00 ― 3 00 3 00

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) 46,500 △10.5 300 △75.8 150 △85.2 △400 ― △3 63

通期 98,000 △4.5 1,100 △14.7 1,050 △2.6 550 △64.0 4 99



 

 

 

 
  (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、表示方法等の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

 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22年８月６日)公表の「特別損失の発生、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、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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「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 ： 無

  (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

  (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

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 110,337,998株 22年３月期 110,337,998株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 65,151株 22年３月期 63,421株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 110,274,082株 22年３月期１Ｑ 71,815,899株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした経済成長による輸出需要の拡

大や景気対策などにより一部企業の業績に回復が見られたものの、欧州での不安定な金融情勢の影響を

受けると共に、設備の余剰感や深刻な雇用情勢から景気は引続き厳しい状況となりました。 

 飼料畜産業界におきましては、穀物相場は産地での生育が順調であったこともあり、比較的軟調に推

移しました。また畜産物の価格は消費者の節約志向や物価のデフレ傾向から総じて低調な動きとなりま

した。一方、宮崎県で発生した口蹄疫は未だ終息宣言には至らず、国を挙げての防疫体制に課題を残し

ました。  

 このような環境のもと、当社グループでは、食の『安全』『安心』への取組みを推進しグループ間の

連携強化に注力する一方、経営資源の集中化と業績の向上を図るため、販売構造の改善に取組み収益向

上に努めましたが、畜産飼料の需要減退などにより、配合飼料の販売数量は前年同期を下回り、売上高

は241億６千９百万円（前年同期比8.2％減）となり、経常損失は２億１千２百万円（前年同期は経常利

益５億１千８百万円）、四半期純損失は７億７千３百万円（前年同期は四半期純利益３億２千３百万

円）となりました。  

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

 

 飼料事業におきましては、製造販売部門が一体となって市場価値の高い製品の製造及び販路拡大に取

組みましたが、売上高は178億５千４百万円（前年同期比9.1％減）となり、また価格改定（値下げ）に

見合った製品コストの低下が進まなかったため、営業利益は１億５千９百万円（同69.6％減）となりま

した。  

 畜産事業におきましては、消費低迷により畜産物相場が低調に推移したことから、売上高は48億５千

２百万円（前年同期比1.1％減）、営業損失は１億３千３百万円（前年同期は営業利益１億２千９百万

円）となりました。 

 その他におきましては、消費減退から畜産用資材の販売が伸長せず、売上高は14億６千２百万円（前

年同期比17.2％減）、営業利益は３千６百万円（同42.5％減）となりました。 

  

（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26億８千６百万円減少しま

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、現金及び預金が６億５百万円、受取手形及び売掛金が６億２千８百万円及び投資

有価証券が９億２千８百万円減少したことなどによります。 

 負債は、支払手形及び買掛金が７億５千９百万円及び長期借入金が９億２千万円減少したことなどに

より、前連結会計年度末に比べ13億２千１百万円の減少となりました。 

 純資産は、利益剰余金が７億７千３百万円及びその他有価証券評価差額金が５億１千１百万円減少し

たことなどにより、前連結会計年度末に比べ13億６千４百万円の減少となりました。 

１. 当四半期の連結業績等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
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（キャッシュ・フローの状況の分析） 

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、10億３千

１百万円となりました。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、５億６千２百万円となりました。これは主に仕入債務の減少が７億

５千万円あった一方で、減価償却費が４億６百万円、減損損失が３億３千３百万円及びたな卸資産の減

少が４億９千万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、１億１千４百万円となりました。これは主に貸付金の回収による収

入が２億３千１百万円あった一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が２億３千５百万円及び

貸付けによる支出が２億２千３百万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、10億３千３百万円となりました。これは主に短期借入金の増加が２

億８百万円あった一方で、長期借入金の約定弁済を11億２千１百万円行ったことなどによるものであり

ます。 

  

業績予想の修正に関しましては、本日公表しました「特別損失の発生、業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧ください。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

1．簡便な会計処理 

①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、かつ、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。 

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。 

  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

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、営業損失及び経常損失はそれぞれ839千円、税金等調整前四半期純損失は180,331千円

増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は180,584千円であ

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

２. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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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ります。 

②「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、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

日本配合飼料㈱　(2056)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 4 -



3. 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 1,494,902 2,100,679

受取手形及び売掛金 18,674,192 19,303,127

商品及び製品 882,440 999,646

原材料及び貯蔵品 3,265,226 3,531,987

動物 2,148,197 2,254,913

その他 1,440,181 2,334,320

貸倒引当金 △380,862 △1,206,486

流動資産合計 27,524,278 29,318,188

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,139,271 5,182,793

土地 5,958,478 6,230,103

その他（純額） 3,030,726 3,224,915

有形固定資産合計 14,128,477 14,637,812

無形固定資産   

のれん 209,589 242,028

その他 195,739 210,234

無形固定資産合計 405,328 452,262

投資その他の資産   

投資有価証券 4,224,512 5,153,498

その他 5,561,541 4,212,500

貸倒引当金 △3,303,970 △2,547,534

投資その他の資産合計 6,482,083 6,818,465

固定資産合計 21,015,888 21,908,540

資産合計 48,540,167 51,226,729

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,141,492 10,901,215

短期借入金 12,751,940 12,744,221

未払法人税等 47,232 74,973

その他 4,844,411 4,636,663

流動負債合計 27,785,077 28,357,075

固定負債   

長期借入金 7,476,834 8,397,612

退職給付引当金 1,153,688 1,189,701

役員退職慰労引当金 20,409 19,608

持分法適用に伴う負債 28,665 －

環境対策引当金 30,453 －

資産除去債務 181,409 －

その他 760,289 794,613

固定負債合計 9,651,750 10,401,535

負債合計 37,436,827 38,758,610
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,563,129 8,563,129

資本剰余金 1,999,972 1,999,972

利益剰余金 △105,837 667,720

自己株式 △10,085 △9,897

株主資本合計 10,447,178 11,220,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 301,197 813,035

繰延ヘッジ損益 △23,158 39,340

評価・換算差額等合計 278,038 852,376

少数株主持分 378,122 394,817

純資産合計 11,103,339 12,468,118

負債純資産合計 48,540,167 51,226,729
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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 26,327,445 24,169,620

売上原価 22,836,736 21,750,166

売上総利益 3,490,708 2,419,454

販売費及び一般管理費 2,947,727 2,533,933

営業利益又は営業損失（△） 542,981 △114,479

営業外収益   

受取利息 6,615 5,997

受取配当金 45,516 59,918

持分法による投資利益 22,924 －

その他 67,838 38,055

営業外収益合計 142,895 103,971

営業外費用   

支払利息 114,134 81,043

持分法による投資損失 － 107,755

貸倒引当金繰入額 48,088 7,238

その他 4,902 6,093

営業外費用合計 167,125 202,131

経常利益又は経常損失（△） 518,751 △212,639

特別利益   

固定資産売却益 3,389 9,131

貸倒引当金戻入額 39,183 76,119

その他 － 4,352

特別利益合計 42,572 89,602

特別損失   

固定資産売却損 6,747 5,837

固定資産除却損 56,735 3,321

環境対策引当金繰入額 － 30,453

減損損失 － 333,060

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 179,491

その他 － 18,664

特別損失合計 63,483 570,828

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（△）

497,839 △693,865

法人税、住民税及び事業税 41,208 47,507

法人税等調整額 126,393 46,942

法人税等合計 167,601 94,450

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △788,315

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,431 △14,756

四半期純利益又は四半期純損失（△） 323,806 △773,558
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

497,839 △693,865

減価償却費 427,920 406,920

減損損失 － 333,060

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 179,491

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 30,453

のれん償却額 32,439 32,439

持分法による投資損益（△は益） △22,924 107,755

投資有価証券評価損益（△は益） － 51

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,360 △36,012

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,022 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 547 801

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,079 △68,722

受取利息及び受取配当金 △52,132 △65,915

支払利息 114,134 81,043

固定資産除売却損益（△は益） 60,094 27

売上債権の増減額（△は増加） 108,122 320,933

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,094,112 490,682

仕入債務の増減額（△は減少） 72,785 △750,055

その他 157,053 268,284

小計 2,489,733 637,373

法人税等の支払額 △19,822 △75,248

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,469,911 562,124

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 △16,735 △15,000

定期預金の払戻による収入 17,002 35,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △426,870 △235,255

有形及び無形固定資産の売却による収入 37,911 20,936

投資有価証券の取得による支出 △476 △229

貸付けによる支出 △307,000 △223,100

貸付金の回収による収入 250,470 231,938

利息及び配当金の受取額 53,878 66,128

事業譲受による支出 △15,182 －

その他 10,945 5,522

投資活動によるキャッシュ・フロー △396,056 △114,059

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） △1,376,799 208,000

長期借入れによる収入 502,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,071,222 △1,121,058

利息の支払額 △113,267 △83,816

リース債務の返済による支出 △54,198 △36,780

その他 △76 △187

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,113,564 △1,033,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,709 △585,777

現金及び現金同等物の期首残高 1,397,073 1,617,495

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,357,363 1,031,718
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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。 

  

 
(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 

 
  

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。 

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【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)

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

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21年４月１日 至 平成21年６月30日）

【海外売上高】

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）
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(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、本社に製品・商品別の事業本部を置き、各事業本部は取扱う製品・商品について包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は事業本部を基礎とした製品・商品別セグメントから構成されており、「飼料事

業」、「畜産事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「飼料事業」は、畜水産飼料及び実験動物用飼料の生産及び販売を行っております。「畜産事業」

は、畜産物及び鶏卵の生産及び販売を行っております。 

  

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 

(単位：千円) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、畜産機材、不動産賃貸及び畜産・

水産加工物等の事業を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額△177,105千円には、配賦不能営業費用△184,089千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人事・財経部門等に係る費用であり

ます。 

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

「飼料事業」セグメントにおいて、茨城県神栖市にある土地について減損損失118,329千円を計

上しております。なお、「その他」に含まれている養殖事業において、減損損失182,800千円を計

上しております。 

【セグメント情報】

 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)

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注) ３飼料事業 畜産事業 計

  売上高

外部顧客に対する 
売上高

17,854,688 4,852,714 22,707,402 1,462,218 24,169,620 ― 24,169,620

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,551,501 300,782 1,852,283 159,661 2,011,944 (2,011,944) ―

計 19,406,189 5,153,496 24,559,685 1,621,879 26,181,565 (2,011,944) 24,169,620

セグメント利益 
又は損失(△)

159,932 △133,678 26,254 36,371 62,625 (177,105) △114,479
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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。 

(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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