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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 73,383 △7.1 724 △60.2 731 △55.3 403 △27.3

22年3月期第3四半期 78,969 △19.0 1,819 ― 1,635 ― 555 ―

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 3.66 ―

22年3月期第3四半期 6.10 ―

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 51,944 12,539 23.4 110.09
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3四半期  12,140百万円 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.４「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3Q 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3Q 65,745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3Q 110,273,187株 22年3月期3Q 91,046,023株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、新興国向けの輸出需要や政府の経済対策効果による個人

消費の拡大などから好転の兆しをみせましたが、急激な円高の影響などを受け景気回復の動きは弱まる

状況となりました。  

 配合飼料業界におきましては、穀物相場はロシアの穀物輸出規制や中国での需要の拡大による投機資

金の流入などから大きく値を上げる展開となりました。為替相場は米国や欧州経済の不透明感から円が

買われる状況が続きました。また畜産物相場は夏場の記録的な高温による生育の遅れの影響を受け、総

じて上昇に転じました。  

 このような状況の中で、当社グループでは、配合飼料を核とした総合食品企業としての特色を活か

し、市場ニーズに合致した製品の開発及び販売に注力し効率性向上と収益性確保に向けた取組みを推進

いたしましたが、猛暑による配合飼料需要の減少などから配合飼料の販売数量は前年同期を下回り、売

上高は733億８千３百万円（前年同期比7.1％減）となり、経常利益は７億３千１百万円（同55.3％

減）、四半期純利益は４億３百万円（同27.3％減）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、夏場の飼料需要の落ち込みにより売上高は543億５千１百万円（前年同期

比8.4％減）、営業利益は11億３千４百万円（同45.4％減）となりました。  

 畜産事業におきましては、鶏卵相場が前年を上回るなど畜産物相場が落ち着きを取戻したことから、

売上高は147億５千５百万円（前年同期比1.8％増）となりましたが、基金収入が減少したことから営業

利益は２千９百万円（同74.1％減）となりました。  

 その他におきましては、設備投資需要の落ち込みなどにより、売上高は42億７千６百万円（前年同期

比16.8％減）、営業利益は１億１千５百万円（同29.7％減）となりました。  

  

（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７億１千８百万円増加しま

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、動物が７億１千１百万円及び投資有価証券が５億６千５百万円減少したものの、

受取手形及び売掛金が20億９千万円増加したことなどによります。 

 負債は、長期借入金が17億７千８百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が19億１千６百万円増

加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ６億４千７百万円の増加となりました。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金が２億９千１百万円減少したものの、利益剰余金が４億３百万

円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ７千１百万円の増加となりました。 

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、16億５千

５百万円となりました。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、16億２千２百万円となりました。主な資金増加の要因は税金等調整

前四半期純利益６億４千２百万円及び減価償却費で12億４千３百万円の計上、仕入債務の増加が14億６

千６百万円あったことなどであります。一方、主な資金減少の要因は売上債権の増加が23億８千２百万

円及び退職給付引当金の減少が２億９百万円あったことなどであります。 

 投資活動の結果減少した資金は、４億２千８百万円となりました。これは主に有形及び無形固定資産

の売却による収入が５億１千万円あった一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が14億５千４

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、11億５千６百万円となりました。これは主に短期借入金の増加が14

億７千７百万円及び長期借入れによる収入が11億６千３百万円あった一方で、長期借入金の約定弁済を

34億４千９百万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。 

  

(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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ2,519千円減少し、税

金等調整前四半期純利益は182,010千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。 

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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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 1,758,823 2,100,679

受取手形及び売掛金 21,393,735 19,303,127

商品及び製品 927,716 999,646

原材料及び貯蔵品 3,808,114 3,531,987

動物 1,543,351 2,254,913

その他 1,494,555 2,334,320

貸倒引当金 △306,420 △1,206,486

流動資産合計 30,619,876 29,318,188

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,798,695 5,182,793

土地 5,794,228 6,230,103

その他（純額） 3,508,618 3,224,915

有形固定資産合計 14,101,542 14,637,812

無形固定資産   

のれん 144,517 242,028

その他 198,154 210,234

無形固定資産合計 342,671 452,262

投資その他の資産   

投資有価証券 4,587,499 5,153,498

その他 5,781,617 4,212,500

貸倒引当金 △3,488,362 △2,547,534

投資その他の資産合計 6,880,754 6,818,465

固定資産合計 21,324,969 21,908,540

資産合計 51,944,845 51,226,729
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(単位：千円)

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 12,817,224 10,901,215

短期借入金 13,714,069 12,744,221

未払法人税等 96,802 74,973

その他 4,196,865 4,636,663

流動負債合計 30,824,962 28,357,075

固定負債   

長期借入金 6,619,324 8,397,612

退職給付引当金 983,027 1,189,701

役員退職慰労引当金 21,597 19,608

環境対策引当金 36,251 －

資産除去債務 183,058 －

その他 737,440 794,613

固定負債合計 8,580,699 10,401,535

負債合計 39,405,661 38,758,610

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 1,071,400 667,720

自己株式 △10,144 △9,897

株主資本合計 11,624,358 11,220,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 521,345 813,035

繰延ヘッジ損益 △5,401 39,340

評価・換算差額等合計 515,944 852,376

少数株主持分 398,881 394,817

純資産合計 12,539,184 12,468,118

負債純資産合計 51,944,845 51,226,729
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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：千円)

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 78,969,162 73,383,346

売上原価 68,490,548 65,082,024

売上総利益 10,478,613 8,301,321

販売費及び一般管理費 8,659,297 7,576,823

営業利益 1,819,316 724,498

営業外収益   

受取利息 20,388 10,752

受取配当金 65,130 96,164

卵価安定基金割戻金 2,910 －

持分法による投資利益 87,168 50,629

その他 179,922 97,604

営業外収益合計 355,520 255,150

営業外費用   

支払利息 312,293 228,716

貸倒引当金繰入額 155,754 －

その他 71,064 19,222

営業外費用合計 539,112 247,939

経常利益 1,635,724 731,709

特別利益   

固定資産売却益 146,060 50,553

貸倒引当金戻入額 328 158,275

損害賠償金収入 － 189,000

受取補償金 － 132,000

その他 － 5,714

特別利益合計 146,388 535,543

特別損失   

固定資産売却損 88,982 28,997

固定資産除却損 108,165 12,859

投資有価証券売却損 － 233

減損損失 94,384 333,060

貸倒引当金繰入額 322,018 －

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 － 37,088

特別損失合計 613,550 624,482

税金等調整前四半期純利益 1,168,563 642,771

法人税、住民税及び事業税 225,590 101,672

法人税等調整額 376,780 131,470

法人税等合計 602,371 233,142

少数株主損益調整前四半期純利益 － 409,628

少数株主利益 10,675 5,948

四半期純利益 555,516 403,680
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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 1,168,563 642,771

減価償却費 1,326,765 1,243,645

減損損失 94,384 333,060

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) － 36,251

損害賠償金収入 － △189,000

受取補償金 － △132,000

のれん償却額 97,317 97,317

持分法による投資損益（△は益） △87,168 △50,629

退職給付引当金の増減額（△は減少） △81,806 △209,196

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 9,067 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,671 1,988

貸倒引当金の増減額（△は減少） 172,280 53,741

受取利息及び受取配当金 △85,519 △106,916

支払利息 312,293 228,716

固定資産除売却損益（△は益） 51,087 △8,696

売上債権の増減額（△は増加） △2,733,541 △2,382,984

たな卸資産の増減額（△は増加） 853,830 638,012

仕入債務の増減額（△は減少） 2,339,482 1,466,630

その他 303,005 △271,650

小計 3,741,714 1,570,552

法人税等の支払額 △51,657 △80,142

補償金の受取額 － 132,000

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 3,543,055 1,622,410

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 △657,270 △93,509

定期預金の払戻による収入 179,335 473,671

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,181,392 △1,454,794

有形及び無形固定資産の売却による収入 347,490 510,473

投資有価証券の取得による支出 △1,595 △10,032

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 △927,776 △226,200

貸付金の回収による収入 876,010 262,294

利息及び配当金の受取額 87,030 107,624

事業譲受による支出 △15,527 －

その他 △2,938 31,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,296,634 △428,072
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(単位：千円)

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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,458,805 1,477,800

長期借入れによる収入 502,000 1,163,400

長期借入金の返済による支出 △3,801,028 △3,449,639

株式の発行による収入 3,999,944 －

利息の支払額 △304,992 △229,851

リース債務の返済による支出 △137,783 △117,494

その他 △151 △246

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,200,816 △1,156,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,045,604 38,305

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 2,442,677 1,655,801
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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） 

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)

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

59,327,504 14,500,893 5,140,764 78,969,162 ― 78,969,162

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

4,894,856 913,851 616,634 6,425,341 (6,425,341) ―

計 64,222,361 15,414,744 5,757,398 85,394,504 (6,425,341) 78,969,162

  営業利益 2,077,976 112,963 163,837 2,354,777 (535,461) 1,819,316

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】

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）
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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 セグメント利益の調整額△553,972千円には、配賦不能営業費用△570,304千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)

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

54,351,253 14,755,503 69,106,756 4,276,589 73,383,346 ― 73,383,346

セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,132,997 878,946 5,011,943 343,859 5,355,803 (5,355,803) ―

計 58,484,250 15,634,449 74,118,700 4,620,448 78,739,149 (5,355,803) 73,383,346

セグメント利益 1,134,008 29,303 1,163,311 115,159 1,278,470 (553,972) 724,498
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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） 

 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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