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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 20,508 △8.3 △216 ― △101 ― △48 ―

22年3月期第2四半期 22,355 △26.3 600 ― 707 ― 515 ―

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 △2.49 ―

22年3月期第2四半期 26.70 ―

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 25,631 15,520 60.6 803.30
22年3月期 27,198 15,691 57.7 812.03

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  15,520百万円 22年3月期  15,691百万円

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 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

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  有  
 

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 41,800 △5.6 250 △63.2 400 △52.9 200 △49.8 10.35



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(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。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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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

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） 23年3月期2Q 20,830,825株 22年3月期  20,830,825株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,509,702株 22年3月期  1,507,735株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 19,322,105株 22年3月期2Q 19,324,637株
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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 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や設備投資、また労働市場などにおいて一

定の改善がみられる一方、急激な円高や政府による緊急経済対策の打ち止め、更には不透明感を強める海

外経済の情勢などにより、景気回復への足取りは依然として安定感を欠いたものとなっております。 

 宮崎県で今年４月に発生した口蹄疫は、配合飼料・畜産業界のみならず社会全体に大きな影響を与えま

した。８月27日に宮崎県が終息宣言を発表しましたが、今なお復興途上にあります。 

 配合飼料業界を取り巻く状況につきましては、米国産とうもろこしなどの主原料は、ロシアの小麦輸出

禁止発表や米国における単収悪化による供給懸念などもあり、シカゴ穀物相場が上昇しておりますが、為

替相場は急激な円高になっております。畜産物相場につきましては、鶏卵や豚肉など概ね堅調な相場が続

いております。 

 当第２四半期連結累計期間における当社業績につきましては、売上高は昨年第３四半期からの継続した

配合飼料価格の値下げを要因として、205億８百万円（前年同期比8.3％減）となりました。一方、第１

四半期において当社得意先の民事再生申立に伴い貸倒引当金を繰入れた結果、営業損失は２億16百万円

（前年同期の営業利益６億円）、経常損失１億１百万円（前年同期の経常利益７億７百万円）、四半期純損

失48百万円（前年同期の四半期純利益５億15百万円）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
  （資産の部） 

   当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億67百万円減少し、256 

  億31百万円となりました。これは、主に短期借入金の返済等により現金及び預金が21億90百万円減少した 

  ことによるものです。 

 

  （負債の部） 

   当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ13億96百万円減少し、101 

  億10百万円となりました。これは、主に返済により短期借入金が10億46百万円減少したことによるもので 

  す。 

 

  （純資産の部） 

   当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、１億70百万円減少して155億20百万円となりまし 

  た。これは、主に利益剰余金が１億44百万円減少したことによるものです。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
   平成23年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成22年11月12日公表の「業績予想の修正に関す 

  るお知らせ」をご参照ください。 
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２．その他の情報 
（１）重要な子会社の異動の概要 
   該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
   税金費用の計算 

    当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する方法を採用しております。 

 
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
   該当事項はありません。 
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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 3,552,085 5,743,041

受取手形及び売掛金 8,580,256 8,643,860

商品及び製品 184,542 164,695

仕掛品 352,409 301,334

原材料及び貯蔵品 2,205,305 1,916,192

その他 890,694 802,102

貸倒引当金 △150,431 △99,852

流動資産合計 15,614,863 17,471,372

固定資産   

有形固定資産 4,462,147 4,352,491

無形固定資産 13,247 15,046

投資その他の資産   

長期貸付金 4,318,795 3,992,947

破産更生債権等 3,674,260 3,565,112

その他 1,766,024 1,808,658

貸倒引当金 △4,218,000 △4,007,000

投資その他の資産合計 5,541,080 5,359,719

固定資産合計 10,016,475 9,727,257

資産合計 25,631,338 27,198,629

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,037,247 4,247,718

短期借入金 4,830,500 5,876,500

1年内返済予定の長期借入金 17,252 17,252

未払法人税等 － 220,277

賞与引当金 141,119 154,978

その他 650,041 592,958

流動負債合計 9,676,160 11,109,685

固定負債   

長期借入金 25,879 34,505

長期未払金 112,040 112,040

退職給付引当金 296,666 251,386

固定負債合計 434,585 397,931

負債合計 10,110,746 11,507,617
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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 2,011,689 2,011,689

資本剰余金 1,904,186 1,904,186

利益剰余金 11,888,444 12,033,184

自己株式 △293,874 △293,514

株主資本合計 15,510,445 15,655,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,534 29,770

繰延ヘッジ損益 △7,388 5,696

評価・換算差額等合計 10,146 35,467

純資産合計 15,520,592 15,691,012

負債純資産合計 25,631,338 27,198,629
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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 22,355,647 20,508,062

売上原価 19,980,333 19,026,430

売上総利益 2,375,313 1,481,632

販売費及び一般管理費 1,774,602 1,698,423

営業利益又は営業損失（△） 600,711 △216,791

営業外収益   

受取利息 62,520 71,874

受取配当金 2,228 5,466

為替差益 41,538 38,131

その他 51,830 43,171

営業外収益合計 158,118 158,644

営業外費用   

支払利息 45,454 36,494

その他 5,851 6,518

営業外費用合計 51,305 43,013

経常利益又は経常損失（△） 707,524 △101,160

特別利益   

投資有価証券売却益 15,633 1,000

貸倒引当金戻入額 216,200 －

特別利益合計 231,833 1,000

特別損失   

投資有価証券評価損 51,124 －

特別損失合計 51,124 －

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（△）

888,232 △100,160

法人税、住民税及び事業税 371,000 △52,000

法人税等調整額 1,258 △35

法人税等合計 372,258 △52,035

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △48,124

四半期純利益又は四半期純損失（△） 515,974 △48,124
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（３）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   該当事項はありません。 
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