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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 69,425 △5.4 1,570 116.8 1,691 131.2 870 115.6
23年3月期第3四半期 73,383 △7.1 724 △60.2 731 △55.3 403 △27.3

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 600百万円 （741.9％） 23年3月期第3四半期 71百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 7.89 ―

23年3月期第3四半期 3.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 47,730 12,758 26.3
23年3月期 47,767 12,158 24.9

（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  12,547百万円 23年3月期  11,915百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 102,000 6.5 1,950 72.1 1,750 144.0 1,200 357.1 10.88



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 110,337,998 株 23年3月期 110,337,998 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 68,510 株 23年3月期 66,106 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 110,270,862 株 23年3月期3Q 110,273,187 株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災からの復旧・復興により景気持ち直しの動

きもありますが、欧州の債務危機による世界経済の減速懸念や長引く円高傾向による輸出の伸び悩みな

ど先行きに不透明感をもたらす状況が続きました。 

 配合飼料業界におきましては、穀物相場は主原料であるとうもろこしは、中国などでの旺盛な需要と

低水準な在庫率から高値基調で推移しました。為替相場は、欧州経済の先行き不安から相対的に円が買

われやすい状況が続きました。畜産物相場は、輸入畜産物の増加傾向から需給バランスが緩んだこと、

また東京電力福島第一原子力発電所の事故による風評被害も加わったことなどにより総じて前年を下回

る状況となりました。 

 このような状況の中で、当社グループでは、配合飼料の製造・供給体制の強化を推進すると共に、顧

客ニーズに合致した商品やきめ細やかなサービスの提供に注力し競争力の強化に努めましたが、震災に

よる配合飼料の需要減退などにより、配合飼料の販売数量は前年同期を下回り、売上高は694億２千５

百万円（前年同期比5.4％減）となりましたが、経常利益は16億９千１百万円（同131.2％増）、四半期

純利益は８億７千万円（同115.6％増）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、商品価値を高めるため配合飼料製造設備を拡充し安定した高品質な飼料を

製造・供給することに注力しましたが、配合飼料需要の減少などを受け、売上高は535億３千５百万円

（前年同期比1.5％減）、営業利益は21億９千４百万円（同93.5％増）となりました。 

 畜産事業におきましては、配合飼料メーカーとしての総合力を活かし、販売チャンネルの構築・拡大

を推し進めましたが、震災による食肉消費需要の落ち込みなどから、売上高は124億１千１百万円（前

年同期比15.9％減）、営業損失は２億２百万円（前年同期は営業利益２千９百万円）となりました。 

 その他におきましては、畜水産設備投資需要の落ち込みなどにより、売上高は34億７千９百万円（前

年同期比18.6％減）、営業利益は１億４千７百万円（同28.5％増）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３千６百万円減少しまし

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28億３千３百万円増加した一方で、現金及び預金が２億９

千７百万円、土地が６億９千３百万円、有形固定資産のその他が８億円、投資有価証券が３億３千４百

万円及び投資その他の資産のその他が５億５千１百万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14億８千２百万円増加した一方で、長期借入金が17億６千５百万円減

少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ６億３千６百万円の減少となりました。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金が２億１千４百万円減少した一方で、利益剰余金が８億７千万

円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ６億円の増加となりました。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年10月31日に「特別損失の発生、業績予想の修正

に関するお知らせ」で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。 

１．当四半期決算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。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,519,795 1,222,382

受取手形及び売掛金 17,688,660 20,522,498

商品及び製品 1,001,749 892,186

原材料及び貯蔵品 3,757,786 3,774,368

動物 1,469,170 1,288,605

その他 1,588,035 1,254,992

貸倒引当金 △268,880 △134,242

流動資産合計 26,756,318 28,820,791

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,676,580 4,629,382

土地 5,746,780 5,053,750

その他（純額） 3,821,932 3,021,785

有形固定資産合計 14,245,293 12,704,918

無形固定資産   

のれん 112,078 14,760

その他 208,496 158,166

無形固定資産合計 320,575 172,926

投資その他の資産   

投資有価証券 3,827,758 3,493,280

その他 6,189,032 5,637,489

貸倒引当金 △3,571,630 △3,098,532

投資その他の資産合計 6,445,160 6,032,237

固定資産合計 21,011,029 18,910,082

資産合計 47,767,347 47,730,874
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,721,070 12,203,735

短期借入金 10,455,515 10,742,847

未払法人税等 78,415 69,950

債務保証損失引当金 － 24,223

環境対策引当金 4,214 －

資産除去債務 183,080 82,000

その他 4,706,798 4,165,933

流動負債合計 26,149,094 27,288,688

固定負債   

長期借入金 7,536,578 5,771,216

退職給付引当金 953,826 891,260

役員退職慰労引当金 22,190 －

環境対策引当金 32,679 32,679

資産除去債務 69,519 26,406

持分法適用に伴う負債 166,822 344,043

その他 678,461 618,295

固定負債合計 9,460,078 7,683,900

負債合計 35,609,172 34,972,589

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 930,222 1,800,732

自己株式 △10,184 △10,441

株主資本合計 11,483,140 12,353,392

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 394,495 179,740

繰延ヘッジ損益 37,706 14,189

その他の包括利益累計額合計 432,202 193,929

少数株主持分 242,832 210,962

純資産合計 12,158,175 12,758,285

負債純資産合計 47,767,347 47,730,874
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 73,383,346 69,425,943

売上原価 65,082,024 60,954,031

売上総利益 8,301,321 8,471,912

販売費及び一般管理費 7,576,823 6,901,285

営業利益 724,498 1,570,627

営業外収益   

受取利息 10,752 5,825

受取配当金 96,164 115,786

持分法による投資利益 50,629 －

卵価安定基金割戻金 － 163,542

その他 97,604 156,247

営業外収益合計 255,150 441,401

営業外費用   

支払利息 228,716 174,830

持分法による投資損失 － 112,696

その他 19,222 32,870

営業外費用合計 247,939 320,397

経常利益 731,709 1,691,631

特別利益   

固定資産売却益 50,553 29,341

貸倒引当金戻入額 158,275 －

損害賠償金収入 189,000 －

受取補償金 132,000 －

投資有価証券売却益 － 562

その他 5,714 －

特別利益合計 535,543 29,903

特別損失   

固定資産売却損 28,997 13,990

固定資産除却損 12,859 52,208

減損損失 333,060 560,762

投資有価証券売却損 233 3,413

投資有価証券評価損 － 4,812

債務保証損失引当金繰入額 － 24,223

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 624,482 659,410

税金等調整前四半期純利益 642,771 1,062,124

法人税、住民税及び事業税 101,672 75,109

法人税等調整額 131,470 148,375

法人税等合計 233,142 223,484

少数株主損益調整前四半期純利益 409,628 838,639

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,948 △31,869

四半期純利益 403,680 870,509
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 409,628 838,639

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △293,574 △214,755

繰延ヘッジ損益 △44,742 △23,517

その他の包括利益合計 △338,316 △238,272

四半期包括利益 71,312 600,366

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 67,248 632,236

少数株主に係る四半期包括利益 4,064 △31,869
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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) 

１．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。 

  

２．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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

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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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

１．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△568,860千円には、配賦不能営業費用△586,930千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人事総務・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。 

  

２．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) 

「その他」に含まれている養殖事業において、減損損失411,675千円を計上しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

 該当事項はありません。 

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

53,535,315 12,411,607 65,946,922 3,479,021 69,425,943 ― 69,425,943

セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,501,313 885,230 4,386,544 102,684 4,489,228 △4,489,228 ―

計 57,036,629 13,296,837 70,333,466 3,581,705 73,915,172 △4,489,228 69,425,943

セグメント利益 
又は損失(△)

2,194,310 △202,755 1,991,555 147,933 2,139,488 △568,860 1,570,627

（５）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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