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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 47,749 △8.1 116 △90.6 87 △91.3 △258 ―

22年3月期第2四半期 51,971 △17.5 1,237 ― 1,011 ― 245 ―

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 △2.35 ―

22年3月期第2四半期 2.97 ―

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 49,009 11,731 23.1 102.80
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2四半期  11,336百万円 22年3月期  12,073百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

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 98,000 △4.5 1,100 △14.7 1,050 △2.6 550 △64.0 4.99



(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、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。 

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。）

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 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2Q 65,251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2Q 110,273,514株 22年3月期2Q 82,804,576株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、新興国への輸出需要や政府による経済対策などから景気

は回復の兆しをみせたものの、円高や株安、デフレの影響などから依然として不透明な状況が続きまし

た。  

 配合飼料業界におきましては、穀物相場は、産地での良好な生育状況を背景に安定して推移していた

ものの、ロシアなどでの干ばつによる小麦価格の急騰につれ上昇し、為替相場は世界経済の減速懸念か

ら円高傾向が強まりました。海上運賃は高値基調の中、鉄鉱石運搬需要に左右される展開となりまし

た。また畜産物相場は、猛暑による生育及び生産の遅れから上昇基調で推移しました。  

 このような状況の中で、当社グループでは、良質な配合飼料を製造・販売するため配合飼料供給体制

の強化を図ると共に、畜水産物の販売基盤の拡充に努めましたが、猛暑による畜産飼料需要の減退など

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477億４千９百万円（前年同期比8.1％減）

となり、経常利益は８千７百万円（同91.3％減）、四半期純損失は２億５千８百万円（前年同期は四半

期純利益２億４千５百万円）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、生産体制の整備及び収益の確保に重点をおき製造及び販売活動を推進いた

しましたが、売上高は352億８千６百万円（前年同期比9.9％減）となり、また価格改定に見合う原価低

減が進まなかったことなどから、営業利益は４億７千８百万円（同65.3％減）となりました。  

 畜産事業におきましては、畜産物相場が上昇したため、売上高は97億２千２百万円（前年同期比

1.5％増）となりましたが、基金収入が減少したことから、営業損失は８千２百万円（前年同期は営業

利益１億９百万円）となりました。  

 その他におきましては、畜水産環境制御装置などへの設備投資需要の減少などにより、売上高は27億

３千９百万円（前年同期比15.8％減）、営業利益は７千７百万円（同31.3％減）となりました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四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22億１千７百万円減少しま

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、受取手形及び売掛金が10億５千６百万円及び投資有価証券が８億６千５百万円減

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３億３千９百万円及び長期借入金が11億３千万円減少したことなどに

より、前連結会計年度末に比べ14億８千万円の減少となりました。 

 純資産は、利益剰余金が２億５千８百万円及びその他有価証券評価差額金が４億４千１百万円減少し

たことなどにより、前連結会計年度末に比べ７億３千６百万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２四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、12億５千

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、15億７千２百万円となりました。これは主に仕入債務の減少が７億

８千８百万円あった一方で、減価償却費が８億３千３百万円及び売上債権の減少が12億４百万円あった

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、４億２千万円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の売

却による収入が３億３千７百万円あった一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が８億６千万

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、15億１千７百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入

が６億１千８百万円あった一方で、長期借入金の約定弁済を21億３千３百万円行ったことなどによるも

のであります。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年８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。 

  
  

 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 

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及び経常利益はそれぞれ1,679千円減少し、税

金等調整前四半期純損失は181,170千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

(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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産除去債務の変動額は180,584千円であります。 

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

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。 
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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：千円)

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 1,705,478 2,100,679

受取手形及び売掛金 18,246,678 19,303,127

商品及び製品 855,262 999,646

原材料及び貯蔵品 3,790,467 3,531,987

動物 1,951,111 2,254,913

その他 1,509,861 2,334,320

貸倒引当金 △369,273 △1,206,486

流動資産合計 27,689,587 29,318,188

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,929,707 5,182,793

土地 5,894,367 6,230,103

その他（純額） 3,646,417 3,224,915

有形固定資産合計 14,470,492 14,637,812

無形固定資産   

のれん 177,150 242,028

その他 206,344 210,234

無形固定資産合計 383,494 452,262

投資その他の資産   

投資有価証券 4,287,921 5,153,498

その他 5,648,396 4,212,500

貸倒引当金 △3,470,690 △2,547,534

投資その他の資産合計 6,465,627 6,818,465

固定資産合計 21,319,614 21,908,540

資産合計 49,009,201 51,226,729

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,561,910 10,901,215

短期借入金 12,600,879 12,744,221

未払法人税等 65,431 74,973

その他 4,680,905 4,636,663

流動負債合計 27,909,125 28,357,075

固定負債   

長期借入金 7,267,320 8,397,612

退職給付引当金 1,106,236 1,189,701

役員退職慰労引当金 21,001 19,608

環境対策引当金 32,751 －

資産除去債務 182,234 －

その他 759,181 794,613

固定負債合計 9,368,725 10,401,535

負債合計 37,277,850 38,758,610
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(単位：千円)

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) 

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 409,041 667,720

自己株式 △10,096 △9,897

株主資本合計 10,962,047 11,220,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 371,655 813,035

繰延ヘッジ損益 2,847 39,340

評価・換算差額等合計 374,502 852,376

少数株主持分 394,800 394,817

純資産合計 11,731,350 12,468,118

負債純資産合計 49,009,201 51,226,729
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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：千円)

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 51,971,651 47,749,443

売上原価 45,000,171 42,490,568

売上総利益 6,971,480 5,258,874

販売費及び一般管理費 5,733,687 5,142,275

営業利益 1,237,792 116,598

営業外収益   

受取利息 13,348 8,552

受取配当金 46,321 60,723

持分法による投資利益 2,895 16,955

卵価安定基金割戻金 2,280 －

その他 143,729 61,638

営業外収益合計 208,574 147,869

営業外費用   

支払利息 215,549 156,323

貸倒引当金繰入額 176,942 6,647

その他 42,655 13,946

営業外費用合計 435,147 176,917

経常利益 1,011,219 87,550

特別利益   

固定資産売却益 143,488 41,656

貸倒引当金戻入額 28,989 95,083

損害賠償金収入 － 189,000

受取補償金 － 132,000

その他 － 4,505

特別利益合計 172,477 462,245

特別損失   

固定資産売却損 76,429 20,918

固定資産除却損 103,421 9,617

投資有価証券評価損 － 10,212

減損損失 77,886 333,060

貸倒引当金繰入額 287,294 －

環境対策引当金繰入額 － 32,751

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 179,491

その他 － 37,025

特別損失合計 545,031 623,076

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（△）

638,665 △73,280

法人税、住民税及び事業税 69,796 44,598

法人税等調整額 312,750 139,104

法人税等合計 382,546 183,702

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △256,982

少数株主利益 10,298 1,695

四半期純利益又は四半期純損失（△） 245,820 △258,678
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

638,665 △73,280

減価償却費 880,387 833,715

減損損失 77,886 333,060

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) － 32,751

損害賠償金収入 － △189,000

受取補償金 － △132,000

のれん償却額 64,878 64,878

持分法による投資損益（△は益） △2,895 △16,955

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,212

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56,047 △85,987

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,045 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,095 1,393

貸倒引当金の増減額（△は減少） 140,309 87,065

受取利息及び受取配当金 △59,670 △69,275

支払利息 215,549 156,323

固定資産除売却損益（△は益） 36,362 △11,120

売上債権の増減額（△は増加） △290,629 1,204,919

たな卸資産の増減額（△は増加） 536,110 320,021

仕入債務の増減額（△は減少） 671,715 △788,299

その他 112,038 △230,562

小計 2,971,800 1,627,352

法人税等の支払額 △25,300 △54,440

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 2,799,500 1,572,912

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 △539,238 △15,509

定期預金の払戻による収入 61,335 45,671

有形及び無形固定資産の取得による支出 △876,841 △860,511

有形及び無形固定資産の売却による収入 339,674 337,716

投資有価証券の取得による支出 △1,058 △9,883

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △28,794

貸付けによる支出 △650,776 △223,400

貸付金の回収による収入 583,133 241,676

利息及び配当金の受取額 59,931 69,972

事業譲受による支出 △15,527 －

その他 △8,842 22,241

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,048,211 △420,819
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(単位：千円)

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) 

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） △2,282,313 241,574

長期借入れによる収入 502,000 618,400

長期借入金の返済による支出 △2,857,151 △2,133,608

株式の発行による収入 3,999,944 －

利息の支払額 △217,262 △160,576

リース債務の返済による支出 △96,318 △82,721

その他 △87 △198

財務活動によるキャッシュ・フロー △951,189 △1,517,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 800,099 △365,038

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 2,197,172 1,252,457
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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。 

  

 
(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

【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)

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

39,142,839 9,576,098 3,252,713 51,971,651 ― 51,971,651

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

3,314,983 628,448 426,120 4,369,553 (4,369,553) ―

計 42,457,822 10,204,547 3,678,834 56,341,204 (4,369,553) 51,971,651

  営業利益 1,379,328 109,823 112,420 1,601,571 (363,778) 1,237,792

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）

【海外売上高】

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）
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(追加情報) 

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△355,824千円には、配賦不能営業費用△368,776千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利益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及び建物について減損損失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)

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

35,286,634 9,722,992 45,009,626 2,739,816 47,749,443 ― 47,749,443

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,955,169 589,453 3,544,622 297,894 3,842,517 (3,842,517) ―

計 38,241,803 10,312,445 48,554,249 3,037,711 51,591,960 (3,842,517) 47,749,443

セグメント利益 
又は損失(△)

478,043 △82,863 395,179 77,244 472,423 (355,824) 116,598
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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。 

  

  

  

  

  

(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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