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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 56,202 △3.8 591 △53.9 446 △49.5 161 △55.9
22年3月期第2四半期 58,397 △20.3 1,280 ― 884 ― 365 ―

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2四半期 1.63 ―
22年3月期第2四半期 3.68 ―

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2四半期 43,804 13,020 29.7 131.83
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2四半期  13,017百万円 22年3月期  13,393百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 116,000 △0.7 1,900 △26.4 1,400 △17.3 600 3.4 6.05



(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 

（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） 

※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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 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2Q  5,248,915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2Q  99,335,472株 22年3月期2Q  99,448,148株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日）のわが国経済は、個人消費は

景気対策の効果もあり一部に持ち直しの動きを見せたものの、為替相場が企業収益にもたらす影響等を

懸念して景気は依然として先行き不透明な傾向で推移しました。 

飼料畜産業界におきましては、宮崎県で発生した口蹄疫は家畜の殺処分など業界全体に大きな影響を

与えましたが、８月27日に終息宣言が出され、復興に向けた動きが始まっています。 

 また、配合飼料の原料相場は、ロシアが小麦輸出禁止を発表したこと等により、とうもろこしなどの

主要原料の相場は全般に上昇傾向にあります。外国為替相場は引続き円高傾向で推移しましたが、海上

運賃は堅調に推移しました。 

畜産物につきましては、鶏卵相場・豚肉相場とも期を通じて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上回ったもの

の、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562億２百万円（前年同期比

3.8％減）となりました。営業利益は５億９千１百万円（前年同期比53.9％減）となりました。経常利

益は４億４千６百万円（前年同期比49.5％減）となり、当四半期純利益は１億６千１百万円（前年同期

比55.9％減）となりました。 
  

飼料事業 

飼料事業では、配合飼料の販売数量は育雛用飼料や乳牛用飼料等が増加しましたが、売上高は配合飼

料価格の値下げ等により前年同期比5.4％減の383億５千５百万円となり、営業利益は配合飼料価格安定

基金の負担金などが減少したものの、原料相場が上昇傾向にある中で販売価格を据え置いたことから10

億７千２百万円（前年同期比35.2％減）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0.1％増の178億４千７百万円となったものの、景気低迷に伴う

消費者の低価格志向を受け営業利益は２千１百万円（前年同期比82.7％減）となりました。 

  

  ①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四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が減少し、有形固

定資産が増加しております。また貸倒引当金が減少しておりますが、総資産としては10億５千６百万

円増加して438億４百万円となりました。一方負債は、短期借入金及び長期借入金あわせて28億２千

９百万円増加したこと等により、14億３千３百万円増加して307億８千３百万円となりました。純資

産は３億７千６百万円減少して、130億２千万円となりました。 

  ②連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、仕入債務の減少６億１千６百

万円及び法人税等の支払７億４千万円等により、10億４千６百万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、事業譲受による支出８億９千９百万円等により、13億７千

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、短期借入金及び長期借入金あわせて28億２千９百万円の増

加等により、23億４千７百万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、４億５千７百万円となりました。 

  

平成23年３月期の連結業績予想は平成22年10月25日に公表したとおりです。 

  

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

(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２四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。  

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２四半期連結累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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が０百万円、経常利益が３百万円及び税金等調

整前四半期純利益が243百万円それぞれ減少しております。 

3.「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号  平成20年

12月26日）、「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）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平

成20年12月26日）を適用しております。   

4.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２四

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. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 500 571 

受取手形及び売掛金 17,010 18,854 

商品及び製品 647 915 

仕掛品 425 456 

原材料及び貯蔵品 2,591 2,562 

繰延税金資産 80 51 

短期貸付金 393 282 

その他 1,215 1,309 

貸倒引当金 △33 △42 

流動資産合計 22,831 24,961 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,183 2,060 

機械装置及び運搬具（純額） 2,559 2,700 

土地 3,992 2,911 

建設仮勘定 232 77 

その他（純額） 239 225 

有形固定資産合計 9,208 7,974 

無形固定資産   

その他 570 318 

無形固定資産合計 570 318 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,322 3,579 

長期貸付金 2,809 3,399 

長期未収入金 4,729 4,850 

破産更生債権等 22 25 

繰延税金資産 2,476 2,495 

その他 541 572 

貸倒引当金 △2,707 △5,429 

投資その他の資産合計 11,194 9,493 

固定資産合計 20,973 17,786 

資産合計 43,804 42,747 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,471 10,087 

短期借入金 9,917 6,748 

未払法人税等 254 872 

賞与引当金 316 339 

その他 2,554 2,964 

流動負債合計 22,515 21,013 

固定負債   

長期借入金 6,511 6,851 

退職給付引当金 1,189 1,194 

役員退職慰労引当金 182 164 

資産除去債務 265 － 

その他 119 126 

固定負債合計 8,268 8,337 

負債合計 30,783 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 3,641 3,778 

自己株式 △529 △458 

株主資本合計 13,259 13,467 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △229 △103 

繰延ヘッジ損益 △12 29 

評価・換算差額等合計 △241 △74 

少数株主持分 3 3 

純資産合計 13,020 13,397 

負債純資産合計 43,804 42,747 
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 58,397 56,202 

売上原価 51,106 50,465 

売上総利益 7,290 5,736 

販売費及び一般管理費 6,009 5,145 

営業利益 1,280 591 

営業外収益   

受取利息及び配当金 48 51 

その他 113 119 

営業外収益合計 162 171 

営業外費用   

支払利息 159 137 

持分法による投資損失 91 62 

その他 307 115 

営業外費用合計 559 315 

経常利益 884 446 

特別利益   

固定資産処分益 － 30 

貸倒引当金戻入額 － 163 

特別利益合計 － 193 

特別損失   

投資有価証券評価損 － 22 

固定資産評価損 26 － 

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 26 263 

税金等調整前四半期純利益 857 376 

法人税等 491 215 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 161 

少数株主利益 0 △0 

四半期純利益 365 161 
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 857 376 

減価償却費 492 510 

引当金の増減額（△は減少） 382 △180 

持分法による投資損益（△は益） 91 62 

売上債権の増減額（△は増加） △512 △459 

たな卸資産の増減額（△は増加） △10 271 

仕入債務の増減額（△は減少） 359 △616 

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 △244 △740 

その他 96 △511 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,512 △1,046 

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 △410 △497 

有形及び無形固定資産の売却による収入 3 39 

投資有価証券の取得による支出 △2 △4 

投資有価証券の売却による収入 10 1 

短期貸付金の純増減額（△は増加） △26 △0 

長期貸付けによる支出 △88 △691 

長期貸付金の回収による収入 162 681 

事業譲受による支出 － △899 

その他 △3 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △354 △1,370 

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） △260 3,705 

長期借入れによる収入 800 1,300 

長期借入金の返済による支出 △1,400 △2,175 

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 △71 

配当金の支払額 △298 △298 

その他 △106 △112 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,265 2,347 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △107 △69 

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 512 457 
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当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９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） 

 
（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. 仕入取引に係る「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、売上原価に含めて計上する方法に変更しております。これにより、当第２四半期連結累計期間

の飼料事業セグメントの営業利益が１百万円増加しております。 

  

【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

40,561 17,835 58,397 ― 58,397

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

18 ― 18 (18) ―

計 40,580 17,835 58,415 (18) 58,397

営業利益(又は営業損失) 1,656 126 1,782 (501) 1,280
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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△503百万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△507百万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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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

38,355 17,847 56,202 ― 56,202

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

26 ― 26 (26) ―

計 38,381 17,847 56,229  (26) 56,202

セグメント利益 1,072 21 1,094 (503) 591

(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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