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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 42,018 △7.4 285 △78.7 314 △77.4 △18 ―

24年3月期第2四半期 45,370 △5.0 1,339 ― 1,391 ― 601 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △178百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 347百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △0.17 ―

24年3月期第2四半期 5.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 43,121 12,692 28.9
24年3月期 44,911 13,201 28.9

（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  12,450百万円 24年3月期  12,962百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 87,500 △2.8 1,100 △24.1 1,150 △34.4 700 △41.5 6.35



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、添付資料P.３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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）３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。 
 四半期決算補足説明資料は当社ホームページに掲載いたします。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 110,337,998 株 24年3月期 110,337,998 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 69,403 株 24年3月期 68,853 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 110,268,868 株 24年3月期2Q 110,271,309 株
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当第２四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興需要など一部に回復の動きが見

られるものの、欧米での経済情勢不安や新興国経済成長の減速傾向、また長引く円高の影響などを受

け、景気は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、穀物相場は主原料であるとうもろこしが米国産地での記録的な旱魃に

より急騰し高値圏で推移しました。為替相場は、不透明な欧米経済情勢から円高の状況が続きました。

一方で畜産物相場は、低調な個人消費などから総じて前年を下回りました。 

 このような状況の中で、当社グループでは、配合飼料製造体制を強化すると共に顧客ニーズに合致し

た製品・サービスの提供に努め、市場競争力の強化並びに収益力の向上に取組みました。 

 この結果、売上高は420億１千８百万円（前年同期比7.4％減）となりましたが、穀物相場の記録的な

高騰の影響を受け、経常利益は３億１千４百万円（同77.4％減）、四半期純損失は１千８百万円（前年

同期は四半期純利益６億１百万円）となりました。 

 セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

  

 飼料事業におきましては、生産性向上に努め原価低減に取組むと共に、優れた嗜好性をもつ、ほ乳期

子牛育成用配合飼料「プレミアムスタート」を新発売するなど、研究成果を活かした競争力のある製品

の販売を推進しましたが、売上高は322億１千２百万円（前年同期比7.5％減）となりました。また、配

合飼料原料価格の高騰により、営業利益は７億５千４百万円（同50.1％減）となりました。 

 畜産事業におきましては、農場子会社の生産成績の向上及び畜産物の販路拡大を推し進めましたが、

食肉需要減退や節約志向などにより相場が前年を下回ったことから、売上高は79億７百万円（前年同期

比6.1％減）、営業損失は１億２千６百万円（前年同期は営業利益９千９百万円）となりました。 

 その他におきましては、飼育効率向上に繋がる自社畜水産資材の拡販に取組みましたが、売上高は18

億９千８百万円（前年同期比11.0％減）、営業利益は５千１百万円（同55.5％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17億８千９百万円減少しま

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、現金及び預金が５億３千５百万円、原材料及び貯蔵品が８億６千４百万円及び投

資有価証券が２億３千６百万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５億３千３百万円及び長期借入金が10億９千万円減少したことなどに

より、前連結会計年度末に比べ12億８千万円の減少となりました。 

純資産は、利益剰余金が３億４千９百万円及びその他有価証券評価差額金が１億６千６百万円減少し

たことなどにより、前連結会計年度末に比べ５億９百万円の減少となりました。 

  

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
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、８億８千７

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、14億５千５百万円となりました。これは主に減価償却費が６億４千

７百万円及びたな卸資産の減少が８億９千１百万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、４億３千５百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による

収入が１億８千６百万円あった一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が６億２千２百万円あ

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、14億６千２百万円となりました。これは主に短期借入金の増加が７

億６千７百万円あった一方で、長期借入金の約定弁済を19億９百万円行ったことなどによるものであり

ます。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました通期の業績予想を

修正いたしました。詳細につきましては、平成24年10月31日に公表いたしました「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご覧ください。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への

影響は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,427,219 891,430

受取手形及び売掛金 17,888,021 18,173,180

商品及び製品 750,543 799,842

原材料及び貯蔵品 3,972,657 3,107,902

動物 1,386,228 1,309,865

その他 1,161,483 978,944

貸倒引当金 △125,715 △161,021

流動資産合計 26,460,439 25,100,143

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,591,418 4,576,852

土地 5,027,820 4,997,152

その他（純額） 2,916,603 2,813,492

有形固定資産合計 12,535,842 12,387,496

無形固定資産   

のれん 2,187 1,617

その他 140,005 303,445

無形固定資産合計 142,193 305,063

投資その他の資産   

投資有価証券 3,382,692 3,146,622

その他 5,518,239 5,442,219

貸倒引当金 △3,128,219 △3,259,852

投資その他の資産合計 5,772,713 5,328,990

固定資産合計 18,450,748 18,021,550

資産合計 44,911,187 43,121,694
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,562,841 10,028,935

短期借入金 8,377,536 8,492,130

未払法人税等 41,576 99,888

債務保証損失引当金 24,223 －

資産除去債務 20,000 20,000

その他 4,029,482 4,309,034

流動負債合計 23,055,660 22,949,988

固定負債   

長期借入金 6,999,816 5,908,879

退職給付引当金 876,196 831,043

環境対策引当金 32,679 32,679

資産除去債務 27,727 26,671

持分法適用に伴う負債 152,202 140,706

その他 565,676 539,506

固定負債合計 8,654,298 7,479,486

負債合計 31,709,958 30,429,475

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 2,127,248 1,777,759

自己株式 △10,480 △10,534

株主資本合計 12,679,870 12,330,327

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 281,978 115,679

繰延ヘッジ損益 1,132 4,559

その他の包括利益累計額合計 283,111 120,238

少数株主持分 238,247 241,653

純資産合計 13,201,229 12,692,219

負債純資産合計 44,911,187 43,121,694
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 45,370,868 42,018,900

売上原価 39,388,775 37,196,323

売上総利益 5,982,092 4,822,577

販売費及び一般管理費 4,642,162 4,537,236

営業利益 1,339,930 285,341

営業外収益   

受取利息 3,488 2,291

受取配当金 72,444 54,477

持分法による投資利益 － 21,661

卵価安定基金割戻金 159,817 －

その他 107,759 84,623

営業外収益合計 343,510 163,054

営業外費用   

支払利息 120,214 92,450

持分法による投資損失 135,627 －

貸倒引当金繰入額 4,967 8,891

その他 31,395 32,289

営業外費用合計 292,204 133,631

経常利益 1,391,235 314,763

特別利益   

固定資産売却益 13,920 25,273

特別利益合計 13,920 25,273

特別損失   

固定資産売却損 7,786 8,862

固定資産除却損 35,064 22,958

減損損失 537,762 21,520

投資有価証券売却損 1,081 －

たな卸資産除却損 － 37,198

特別損失合計 581,694 90,540

税金等調整前四半期純利益 823,461 249,496

法人税、住民税及び事業税 111,073 82,497

法人税等調整額 135,589 182,275

法人税等合計 246,663 264,773

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

576,798 △15,276

少数株主利益又は少数株主損失（△） △24,762 3,405

四半期純利益又は四半期純損失（△） 601,560 △18,681
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

576,798 △15,276

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △196,504 △166,299

繰延ヘッジ損益 △32,976 3,426

その他の包括利益合計 △229,481 △162,872

四半期包括利益 347,316 △178,148

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 372,078 △181,553

少数株主に係る四半期包括利益 △24,762 3,405
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 823,461 249,496

減価償却費 772,442 647,545

減損損失 537,762 21,520

環境対策引当金の増減額（△は減少） △589 －

のれん償却額 64,878 570

持分法による投資損益（△は益） 135,627 △21,661

投資有価証券売却損益（△は益） 1,081 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54,604 △45,152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22,190 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △90,779 143,157

受取利息及び受取配当金 △75,933 △56,768

支払利息 120,214 92,450

固定資産除売却損益（△は益） 28,930 6,547

売上債権の増減額（△は増加） 58,184 △283,614

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,029 891,817

仕入債務の増減額（△は減少） △555,882 △533,906

その他 △429,334 392,232

小計 1,392,297 1,504,236

法人税等の支払額 △55,128 △24,186

債務保証履行による支払額 － △24,224

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,337,169 1,455,824

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 △93,505 △93,000

定期預金の払戻による収入 113,021 186,505

有形及び無形固定資産の取得による支出 △924,609 △622,017

有形及び無形固定資産の売却による収入 89,119 45,836

資産除去債務の履行による支出 △43,500 －

投資有価証券の取得による支出 △296 －

投資有価証券の売却による収入 450,383 －

貸付けによる支出 △600 △50,000

貸付金の回収による収入 109,757 23,122

利息及び配当金の受取額 77,125 57,964

その他 △8,619 16,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,723 △435,530

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） 3,345 767,820

長期借入れによる収入 435,000 165,000

長期借入金の返済による支出 △1,933,410 △1,909,163

利息の支払額 △121,607 △99,874

配当金の支払額 － △330,807

リース債務の返済による支出 △60,267 △55,500

その他 △205 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,677,146 △1,462,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △571,700 △442,284

現金及び現金同等物の期首残高 1,403,274 1,330,214

現金及び現金同等物の四半期末残高 831,573 887,930
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30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 セグメント利益の調整額△388,890千円には、配賦不能営業費用△400,246千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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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△394,256千円には、配賦不能営業費用△398,125千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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

 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

34,817,386 8,418,964 43,236,350 2,134,517 45,370,868 ― 45,370,868

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,357,897 597,951 2,955,848 70,730 3,026,578 △3,026,578 ―

計 37,175,283 9,016,915 46,192,199 2,205,248 48,397,447 △3,026,578 45,370,868

セグメント利益 1,513,824 99,418 1,613,243 115,577 1,728,821 △388,890 1,339,930

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

32,212,918 7,907,210 40,120,129 1,898,770 42,018,900 ― 42,018,900

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,860,635 865 1,861,501 87,644 1,949,146 △1,949,146 ―

計 34,073,554 7,908,076 41,981,630 1,986,415 43,968,046 △1,949,146 42,018,900

セグメント利益
又は損失(△)

754,709 △126,498 628,211 51,386 679,597 △394,256 285,341

（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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