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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 34,793 △7.6 447 △3.8 555 △6.2 342 22.1
24年3月期第3四半期 37,663 16.9 465 ― 591 426.5 280 272.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 405百万円 （57.2％） 24年3月期第3四半期 258百万円 （310.5％）

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 17.75 ―

24年3月期第3四半期 14.54 ―

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 28,721 16,076 56.0
24年3月期 27,643 15,767 57.0

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  16,076百万円 24年3月期  15,767百万円

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 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 5.00 5.00

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 44,000 △9.1 500 95.7 600 32.9 350 223.3 18.12



(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  ：  有  
 （注）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」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく
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「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 20,830,825 株 24年3月期 20,830,825 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,511,220 株 24年3月期 1,510,799 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 19,319,942 株 24年3月期3Q 19,320,256 株
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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 

   当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧米諸国の緊縮財政や新興国の景気減速により、依

然として厳しい状況で推移いたしました。 

   配合飼料業界におきましては、主原料のとうもろこしについては、米国産とうもろこしの在庫水準が低

いうえに、南米産とうもろこしの作付け遅延もあり、引き続き高値で推移しております。 

      当社グループといたしましては、今期３度の配合飼料価格の値上げを行いましたが、原料価格の上昇を

吸収することができませんでした。 

   その結果、売上高は 347 億 93 百万円（前年同期比 7.6％減）となりました。利益面につきましては、

営業利益は４億 47 百万円（前年同期比 3.8％減）、経常利益は５億 55 百万円（前年同期比 6.2％減）、四

半期純利益は３億42百万円（前年同期比22.1％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

飼料事業 

売上高は337億13百万円（前年同期比7.4％減）となり、セグメント利益（営業利益）は11億78百万

円（前年同期比39.0％増）となりました。 

    畜産事業 

     売上高は10億80百万円（前年同期比13.3％減）となり、セグメント損失（営業損失）は63百万円

（前年同期のセグメント損失（営業損失）56百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  （資産の部） 

   当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億77百万円増加し、287

億21百万円となりました。これは、現金及び預金が16億９百万円減少したものの、配合飼料価格の値上

げにより受取手形及び売掛金が26億１百万円増加したことによるものです。 

   

  （負債の部） 

   当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ７億68百万円増加し、126

億44百万円となりました。これは、短期借入金が返済により７億84百万円減少したものの、原材料価格

の上昇により支払手形及び買掛金が16億27百万円増加したことによるものです。 

   

  （純資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億９百万円増加し、

160億76百万円となりました。これは、主に利益剰余金が２億46百万円増加したことによるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月７日に公表した通期の連結業績予想に変 

  更はありません。 
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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 

   該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   税金費用の計算 

    当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、    

   税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （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） 

    当社及び国内連結子会社は、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損益に与える影響は軽微であります。 
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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 4,747,020 3,137,312

受取手形及び売掛金 10,827,365 13,429,048

商品及び製品 123,123 160,930

仕掛品 314,036 332,315

原材料及び貯蔵品 2,003,578 2,260,019

その他 602,151 569,093

貸倒引当金 △185,703 △222,047

流動資産合計 18,431,572 19,666,672

固定資産   

有形固定資産 4,151,336 4,210,438

無形固定資産 10,157 10,476

投資その他の資産   

長期貸付金 3,449,183 3,756,544

破産更生債権等 3,676,145 2,797,596

その他 1,624,267 1,644,800

貸倒引当金 △3,699,000 △3,365,000

投資その他の資産合計 5,050,596 4,833,941

固定資産合計 9,212,091 9,054,857

資産合計 27,643,664 28,721,530

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,863,187 6,490,390

短期借入金 5,353,500 4,569,000

1年内返済予定の長期借入金 17,253 8,627

未払法人税等 217,988 113,355

賞与引当金 118,439 63,302

その他 926,946 1,034,714

流動負債合計 11,497,315 12,279,390

固定負債   

長期未払金 112,040 112,040

退職給付引当金 266,968 253,444

固定負債合計 379,008 365,484

負債合計 11,876,323 12,644,874
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,011,689 2,011,689

資本剰余金 1,904,186 1,904,186

利益剰余金 12,083,396 12,329,655

自己株式 △294,054 △294,119

株主資本合計 15,705,217 15,951,411

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 46,184 64,184

繰延ヘッジ損益 15,938 61,059

その他の包括利益累計額合計 62,123 125,243

純資産合計 15,767,340 16,076,655

負債純資産合計 27,643,664 28,721,530
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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 37,663,055 34,793,696

売上原価 35,009,954 31,737,665

売上総利益 2,653,100 3,056,030

販売費及び一般管理費 2,187,523 2,608,148

営業利益 465,577 447,882

営業外収益   

受取利息 95,654 96,901

受取配当金 8,246 9,007

為替差益 50,814 35,342

その他 55,718 50,775

営業外収益合計 210,435 192,026

営業外費用   

支払利息 53,712 49,936

支払手数料 29,417 30,715

その他 1,151 4,052

営業外費用合計 84,281 84,703

経常利益 591,731 555,204

特別利益   

固定資産売却益 － 6,520

特別利益合計 － 6,520

特別損失   

投資有価証券評価損 296 －

特別損失合計 296 －

税金等調整前四半期純利益 591,434 561,724

法人税、住民税及び事業税 312,000 219,000

法人税等調整額 △1,442 △134

法人税等合計 310,557 218,865

少数株主損益調整前四半期純利益 280,877 342,859

四半期純利益 280,877 342,859
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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 280,877 342,859

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,719 18,000

繰延ヘッジ損益 △12,943 45,120

その他の包括利益合計 △22,663 63,120

四半期包括利益 258,214 405,980

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 258,214 405,980

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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