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

25年3月期第3四半期 66,026 △4.9 636 △59.5 716 △57.7 188 △78.4
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

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 219百万円 （△63.5％） 24年3月期第3四半期 600百万円 （741.9％）

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3四半期 1.71 ―
24年3月期第3四半期 7.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 46,087 13,089 27.9
24年3月期 44,911 13,201 28.9
（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  12,861百万円 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。 

※  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3Q 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3Q 69,783 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3Q 110,268,684 株 24年3月期3Q 110,270,862 株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災における復興需要が引続き下支えするもの

の、長期化する円高の影響や欧州債務危機など外部環境の悪化を背景に、依然として先行きが不透明な

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、米国産地での大旱魃の影響

により生産量が大幅に減少し高値圏での取引が続きました。為替相場は円高傾向が続いておりました

が、期末のわが国政権交代と金融緩和推進の発言から急速にドル高円安基調となりました。畜産物相場

は、牛肉相場は前年を上回り回復基調となりましたが、鶏卵・鶏肉・豚肉相場は、消費低迷や在庫過多

などにより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、技術力を生かした差別化製品の創出・拡販、あるいは顧

客ニーズに合致した特長のある配合飼料の開発に取組みましたが、売上高は660億２千６百万円（前年

同期比4.9％減）となり、穀物相場の高騰の影響を受け、経常利益は７億１千６百万円（同57.7％

減）、四半期純利益は１億８千８百万円（同78.4％減）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、繁殖成績の向上と哺乳子豚の健康に寄与する種豚用配合飼料「種豚用エー

スシリーズ」を発売するなど顧客ニーズに合わせた製品の販売を推進しましたが、売上高は506億２千

４百万円（前年同期比5.4％減）となりました。また、原料価格の高騰による影響から、営業利益は13

億６百万円（同40.5％減）となりました。 

 畜産事業におきましては、畜産物の扱いは、消費と相場低迷の影響から売上高は122億６千１百万円

（前年同期比1.2％減）、営業損失は１億８千３百万円（前年同期は営業損失２億２百万円）となりま

した。 

 その他におきましては、自社商品資材の拡販などに注力しましたが、売上高は31億４千万円（前年同

期比9.7％減）、営業利益は９千万円（同39.0％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11億７千６百万円増加しま

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、現金及び預金が７億２千２百万円及び投資その他の資産のその他が８億８千２百

万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が27億６千４百万円増加したことなどによります。 

負債は、長期借入金が16億３千１百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が21億２百万円及び短

期借入金が５億７千７百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ12億８千７百万円の増

加となりました。 

純資産は、利益剰余金が１億４千２百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ１億１

千１百万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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平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年10月31日に「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。 

  

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３四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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,427,219 705,135

受取手形及び売掛金 17,888,021 20,652,028

商品及び製品 750,543 871,477

原材料及び貯蔵品 3,972,657 3,718,812

動物 1,386,228 1,328,803

その他 1,161,483 932,271

貸倒引当金 △125,715 △168,139

流動資産合計 26,460,439 28,040,389

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,591,418 4,520,014

土地 5,027,820 4,876,872

その他（純額） 2,916,603 2,810,383

有形固定資産合計 12,535,842 12,207,269

無形固定資産   

のれん 2,187 1,331

その他 140,005 291,357

無形固定資産合計 142,193 292,689

投資その他の資産   

投資有価証券 3,382,692 3,489,301

その他 5,518,239 4,636,138

貸倒引当金 △3,128,219 △2,578,430

投資その他の資産合計 5,772,713 5,547,009

固定資産合計 18,450,748 18,046,968

資産合計 44,911,187 46,087,358
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,562,841 12,665,756

短期借入金 8,377,536 8,954,721

未払法人税等 41,576 103,355

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 4,354,963

流動負債合計 23,055,660 26,098,796

固定負債   

長期借入金 6,999,816 5,367,959

退職給付引当金 876,196 824,239

環境対策引当金 32,679 32,679

資産除去債務 27,727 26,760

持分法適用に伴う負債 152,202 112,323

その他 565,676 535,090

固定負債合計 8,654,298 6,899,052

負債合計 31,709,958 32,997,849

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 1,984,635

自己株式 △10,480 △10,572

株主資本合計 12,679,870 12,537,164

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 281,978 297,386

繰延ヘッジ損益 1,132 26,561

その他の包括利益累計額合計 283,111 323,948

少数株主持分 238,247 228,395

純資産合計 13,201,229 13,089,508

負債純資産合計 44,911,187 46,087,358
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 69,425,943 66,026,639

売上原価 60,954,031 58,621,224

売上総利益 8,471,912 7,405,415

販売費及び一般管理費 6,901,285 6,769,369

営業利益 1,570,627 636,046

営業外収益   

受取利息 5,825 4,144

受取配当金 115,786 86,573

持分法による投資利益 － 73,539

卵価安定基金割戻金 163,542 －

その他 156,247 107,076

営業外収益合計 441,401 271,334

営業外費用   

支払利息 174,830 134,621

持分法による投資損失 112,696 －

その他 32,870 56,575

営業外費用合計 320,397 191,196

経常利益 1,691,631 716,184

特別利益   

固定資産売却益 29,341 55,190

投資有価証券売却益 562 －

特別利益合計 29,903 55,190

特別損失   

固定資産売却損 13,990 14,959

固定資産除却損 52,208 28,863

減損損失 560,762 21,520

投資有価証券売却損 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 －

たな卸資産除却損 － 37,198

特別損失合計 659,410 102,541

税金等調整前四半期純利益 1,062,124 668,834

法人税、住民税及び事業税 75,109 106,275

法人税等調整額 148,375 384,217

法人税等合計 223,484 490,492

少数株主損益調整前四半期純利益 838,639 178,341

少数株主損失（△） △31,869 △9,852

四半期純利益 870,509 188,193
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 838,639 178,341

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △214,755 15,407

繰延ヘッジ損益 △23,517 25,429

その他の包括利益合計 △238,272 40,836

四半期包括利益 600,366 219,178

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 632,236 229,030

少数株主に係る四半期包括利益 △31,869 △9,852
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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△577,475千円には、配賦不能営業費用△582,780千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３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 

（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

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

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

50,624,454 12,261,509 62,885,964 3,140,675 66,026,639 ― 66,026,639

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,876,309 1,899 2,878,208 138,428 3,016,637 △3,016,637 ―

計 53,500,764 12,263,408 65,764,172 3,279,104 69,043,277 △3,016,637 66,026,639

セグメント利益
又は損失(△)

1,306,305 △183,058 1,123,247 90,274 1,213,521 △577,475 636,046

（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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