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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 91,132 △4.2 1,619 △55.1 1,648 △55.2 887 △60.1
22年3月期第3四半期 95,168 △18.7 3,605 ― 3,677 ― 2,224 ―

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3四半期 33.53 ―
22年3月期第3四半期 83.99 ―

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3四半期 62,380 32,024 51.3 1,209.19
22年3月期 58,369 32,019 54.9 1,208.97

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  32,024百万円 22年3月期  32,019百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
23年3月期 ― 8.00 ―
23年3月期 

（予想）
8.00 16.00

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 125,000 0.6 2,500 △35.6 2,600 △34.9 1,600 △34.2 60.41



(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  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 

（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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
添付資料Ｐ.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】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 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3Q 26,535,508株 22年3月期  26,535,508株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  51,527株 22年3月期  50,338株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 26,484,343株 22年3月期3Q  26,487,446株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府の経済対策を背景に、輸出の増加や

企業業績の改善など回復の兆しが見られます。しかしながら、海外景気の下振れ懸念、厳しい雇用情勢や個人消費

の減速懸念など、景気の先行きは依然として不透明な状況となっております。 

飼料業界におきましては、主原料のとうもろこし価格が夏場まで概ね安定して推移しましたが、ロシアの麦類禁

輸措置や米国の単収低下による生産量減少など需給が逼迫し、原料価格が上昇しました。当社を含む飼料メーカー

各社は、前期の第４四半期から２度の値下げを行ったため、当第３四半期連結累計期間の飼料平均販売価格は前年

同期を下回っております。また、口蹄疫や猛暑の影響で飼料需要が減少したため、配合飼料販売量は業界全体で前

年同期を下回ることが見込まれます。 

このような状況のなか、当社グループは、新たな市場開拓はもとより顧客の要望に合致した新製品の開発、積極

的な販売活動の推進による売上拡大を図る一方、生産性向上、経費の削減などにより業績の向上に努めてまいりま

した。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高911億32百万円（前年同期比4.2％減）、営業利益16億19

百万円（同55.1％減）、経常利益16億48百万円（同55.2％減）、四半期純利益８億87百万円（同60.1％減）となり

ました。 

売上高は、主力の畜水産飼料の販売量が前年同期を2.2％下回り、平均販売価格も前年同期を下回ったため前年

同期比4.2％減の911億32百万円となりました。営業利益は、生産性向上活動によるコストダウン、飼料価格安定基

金負担金の減少があったものの、原料ポジションが大幅に悪化したため、前年同期比55.1％減の16億19百万円とな

りました。四半期純利益は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１億37百万円及び投資有価証券評価損57百

万円を計上したため、前年同期比60.1％減の８億87百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四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40億11百万円増加の623億80百万円と

なりました。流動資産は364億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億71百万円増加しました。これは主に

四半期末が金融機関の休日であったことに伴い受取手形及び売掛金が42億62百万円増加し、たな卸数量の減少に伴

い原材料及び貯蔵品が４億83百万円減少したことによるものであります。固定資産は259億18百万円となり、前連

結会計年度末に比べ４億39百万円増加しました。これは主にシステム投資に伴い無形固定資産が15億32百万円増加

し、建物及び構築物が２億70百万円、機械装置及び運搬具が６億12百万円、建設仮勘定が２億98百万円減少したこ

とによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ40億７百万円増加の303億56百万円とな

りました。流動負債は250億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億78百万円増加しました。これは主に支

払手形及び買掛金が22億２百万円、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が27億48百万円増加し、未

払法人税等が10億21百万円減少したためであります。固定負債は53億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ71

百万円減少しました。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円増加の320億24百万円となり

ました。これは主に利益剰余金が４億64百万円増加し、繰延ヘッジ損益が３億86百万円減少したためであります。

総資産が増加したため、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ3.6ポイント低下の51.3％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、８億77百万円となり、

前連結会計年度末より１億12百万円増加しました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状

況とその要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は２億４百万円（前年同期比26億79百万円減少）となりました。主な資金獲得の要

因は、税金等調整前四半期純利益14億72百万円及び減価償却費17億６百万円の計上、仕入債務の増加21億79百万円

であります。一方、主な資金使用の要因は、売上債権の増加42億83百万円、法人税等の支払額15億６百万円であり

ます。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は24億99百万円（前年同期比16億75百万円増加）となりました。これは主に有価証

券の取得による支出３億30百万円、固定資産の取得による支出21億24百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は24億７百万円（前年同期23億30百万円の資金使用）となりました。これは主に借

入金の増加が純額で28億32百万円、配当金の支払額４億23百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月６日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

  

（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 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ１百万円減少しており、税金等調整前

四半期純利益は１億39百万円減少しております。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１

億58百万円であります。 

②連結財務諸表に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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）

を適用し、連結子会社の資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価評価法に変更しております。 

これによる影響はありません。   

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 887 774

受取手形及び売掛金 27,720 23,457

商品及び製品 1,632 1,472

仕掛品 619 487

原材料及び貯蔵品 4,249 4,733

その他 1,707 2,291

貸倒引当金 △354 △327

流動資産合計 36,462 32,890

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,933 7,203

機械装置及び運搬具（純額） 4,925 5,538

工具、器具及び備品（純額） 699 590

土地 7,137 7,137

建設仮勘定 780 1,078

有形固定資産合計 20,475 21,548

無形固定資産 1,720 188

投資その他の資産   

投資有価証券 2,205 2,060

長期貸付金 749 762

その他 1,324 1,287

貸倒引当金 △555 △368

投資その他の資産合計 3,722 3,742

固定資産合計 25,918 25,478

資産合計 62,380 58,369
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 11,424 9,222

短期借入金 9,300 6,200

1年内返済予定の長期借入金 1,280 1,632

未払法人税等 229 1,251

賞与引当金 176 359

役員賞与引当金 － 59

その他 2,634 2,242

流動負債合計 25,046 20,967

固定負債   

長期借入金 2,815 2,731

退職給付引当金 353 340

資産除去債務 159 －

負ののれん 241 308

その他 1,741 2,002

固定負債合計 5,310 5,381

負債合計 30,356 26,349

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,695 2,695

資本剰余金 2,353 2,353

利益剰余金 26,986 26,522

自己株式 △34 △34

株主資本合計 32,000 31,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 280 352

繰延ヘッジ損益 △256 130

評価・換算差額等合計 23 482

純資産合計 32,024 32,019

負債純資産合計 62,380 58,369
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 95,168 91,132

売上原価 83,001 82,029

売上総利益 12,167 9,103

販売費及び一般管理費   

運賃 1,814 1,796

飼料価格安定基金負担金 2,934 1,841

賞与引当金繰入額 396 265

貸倒引当金繰入額 135 133

その他 3,280 3,446

販売費及び一般管理費合計 8,561 7,483

営業利益 3,605 1,619

営業外収益   

受取利息 26 19

受取配当金 51 53

負ののれん償却額 67 67

保管料収入 131 136

その他 93 78

営業外収益合計 369 355

営業外費用   

支払利息 103 76

貸倒引当金繰入額 70 115

保管料原価 110 119

その他 11 15

営業外費用合計 296 327

経常利益 3,677 1,648

特別利益   

固定資産売却益 5 －

投資有価証券売却益 1 40

特別利益合計 7 40

特別損失   

固定資産除売却損 24 19

投資有価証券売却損 4 －

投資有価証券評価損 － 57

ゴルフ会員権売却損 － 0

ゴルフ会員権評価損 1 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 137

特別損失合計 30 215

税金等調整前四半期純利益 3,654 1,472

法人税、住民税及び事業税 1,473 555

法人税等調整額 △44 28

法人税等合計 1,429 584

少数株主損益調整前四半期純利益 － 887

四半期純利益 2,224 887
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 3,654 1,472

減価償却費 1,728 1,706

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 137

負ののれん償却額 △67 △67

賞与引当金の増減額（△は減少） △113 △183

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △51 △59

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 13

貸倒引当金の増減額（△は減少） 206 248

受取利息及び受取配当金 △77 △72

支払利息 103 76

為替差損益（△は益） － 5

投資有価証券売却損益（△は益） 2 △40

投資有価証券評価損益（△は益） － 57

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 0

ゴルフ会員権評価損 1 1

固定資産除売却損益（△は益） 19 19

売上債権の増減額（△は増加） △3,062 △4,283

たな卸資産の増減額（△は増加） △233 192

仕入債務の増減額（△は減少） 2,494 2,179

その他 △302 320

小計 4,314 1,724

利息及び配当金の受取額 76 70

利息の支払額 △105 △82

法人税等の支払額 △1,400 △1,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,884 204

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付けによる支出 △188 △203

貸付金の回収による収入 739 105

有価証券の取得による支出 △28 △330

有価証券の売却による収入 38 50

固定資産の取得による支出 △1,431 △2,124

固定資産の売却による収入 22 －

その他の支出 △23 △18

その他の収入 45 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △824 △2,499
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 14,000 14,700

短期借入金の返済による支出 △14,800 △11,600

長期借入れによる収入 500 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,577 △1,268

自己株式の取得による支出 △2 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △451 △423

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,330 2,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △269 112

現金及び現金同等物の期首残高 1,170 764

現金及び現金同等物の四半期末残高 900 877
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

（注）１ 事業区分は製品・商品の種類及び性質を考慮した区分によっております。  

２ 各事業の主な製品 

(1）飼料事業……………養鶏用、養豚用、養牛用及び養魚用飼料、ペットフード 

(2）畜産用機器事業……畜産用機器 

(3）不動産賃貸事業……不動産賃貸 

(4）畜産物事業…………畜産物等 

(5）その他事業…………肥料等  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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） 

畜産用 
機器事業

（百万円）

不動産 
賃貸事業

（百万円）

畜産物 
事業 

（百万円）

その他 
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 
   82,808  1,234  320  9,840  963  95,168  －  95,168

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  0  5  0  7  13 ( )13  －

計  82,808  1,235  326  9,840  971  95,182 ( )13  95,168

営業利益  3,964  34  233  32  117  4,383 ( )778  3,605
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〔セグメント情報〕 

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、製品及び販売市場の類似性に基づいて事業部門を置き、各事業部門で包括的な戦略を立案し、事業

活動を展開しております。  

したがって、当社は、事業部門を基礎とした製品・販売市場別のセグメントから構成されており、「飼

料」、「コンシューマー・プロダクツ」及び「不動産賃貸」の３つを報告セグメントとしております。 

「飼料」は、畜産飼料等を製造販売しております。「コンシューマー・プロダクツ」は、消費者向けの畜産

物、ペットフードを製造販売しております。「不動産賃貸」は、倉庫等の賃貸を行っております。  

  

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  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（注）１ 「その他」のセグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、畜産用機器等を含んでお

ります。   

２ セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円、金融収支 百万

円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 百万円が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。  

   

（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。  

   

該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  

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 

コンシューマー・ 
プロダクツ 

不動産 
賃貸 

計 

売上高              

外部顧客への 

売上高 
 75,865  11,031  319  87,215  3,916  91,132  －  91,132

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 373  0  －  374  70  444  △444  －

計  76,239  11,031  319  87,590  3,986  91,576  △444  91,132

セグメント利益  1,045  330  229  1,605  272  1,877  △405  1,472

△894 619

△137

（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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