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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 22,501 6.9 372 162.3 447 141.0 307 246.1
25年3月期第1四半期 21,042 △8.5 142 △74.3 185 △73.0 88 △11.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 236百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △36百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 2.79 ―
25年3月期第1四半期 0.81 ―

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

26年3月期第1四半期 43,016 13,278 30.3 118.30
25年3月期 42,951 13,262 30.4 118.22
（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  13,044百万円 25年3月期  13,036百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 45,000 7.1 650 127.8 650 106.5 500 ― 4.53
通期 91,000 5.1 1,300 261.2 1,300 181.9 900 600.1 8.16



(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） 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年3月期1Q 110,337,998 株 25年3月期 110,337,998 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 70,760 株 25年3月期 70,073 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 110,267,588 株 25年3月期1Q 110,269,040 株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、新政権の経済政策により大震災からの復興を加速させる

とともに、デフレからの早期脱却と経済再生の実現に向けた取組みなどから、景気に明るい兆しが見え

てまいりました。 

 配合飼料業界におきましては、穀物相場は主原料のとうもろこしが、期初は米国の穀物在庫の増加報

告を受けて値を下げました。しかし、その後は米国産地での天候不順による新穀コーンの作付け遅延の

懸念から底堅い展開となりました。為替相場は、日銀による金融緩和や、米国の雇用関連指数が改善し

たことなどから円安傾向となりました。畜産物相場は、国産畜産物に対する根強い需要から、総じて前

年を上回りましたが、鶏卵は期中において生産調整を実施するも消費が伸びず相場が前年を下回りまし

た。 

 このような状況の中で、当社グループでは、飼料販売価格の値上げ、原料高騰に対応した有利原料の

活用によるコスト削減並びに優良顧客の獲得に努めたことから、売上高は225億１百万円（前年同期比

6.9％増）となり、経常利益は４億４千７百万円（同141.0％増）、四半期純利益は３億７百万円（同

246.1％増）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、販売価格の値上げ効果もあり売上高は175億５千４百万円（前年同期比

9.1％増）、原料相場は高値圏で推移しましたが原価低減に努めた結果、営業利益は５億１千万円（同

42.5％増）となりました。 

 畜産事業におきましては、畜産物の生産数量減少の影響を受け、売上高は39億４千５百万円（前年同

期比2.0％減）、営業利益は８百万円（前年同期は営業損失４千５百万円）となりました。 

 その他におきましては、水産物において生産者と協調した商材開発の取組みを行い商品の提供を推進

したことから売上高は10億１百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は５千８百万円（同134.4％増）

となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況）  

当第１四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６千５百万円増加しまし

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、原材料及び貯蔵品が５億６千５百万円、流動資産のその他が３億３百万円及び投

資有価証券が８千２百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が10億５千万円増加したことなどによ

ります。 

 負債は、長期借入金が５億１千１百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が２億４千３百万円、

短期借入金が１億６千３百万円及び流動負債のその他が１億６千６百万円増加したことなどにより、前

連結会計年度末に比べ４千９百万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８千万円減少した一方で、利益剰余金が８千７百万円増加し

たことなどにより、前連結会計年度末に比べ１千６百万円の増加となりました。  

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました業績予想の数値か

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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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(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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 727,852 753,460

受取手形及び売掛金 17,991,760 19,042,682

商品及び製品 776,325 841,802

原材料及び貯蔵品 3,957,367 3,391,399

動物 1,319,868 1,370,566

その他 1,481,770 1,177,818

貸倒引当金 △183,733 △162,351

流動資産合計 26,071,212 26,415,378

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,482,347 4,423,779

土地 4,817,272 4,800,199

その他（純額） 2,608,277 2,508,674

有形固定資産合計 11,907,897 11,732,653

無形固定資産   

のれん 1,046 761

その他 279,184 265,052

無形固定資産合計 280,231 265,814

投資その他の資産   

投資有価証券 3,184,962 3,102,750

その他 4,088,721 4,080,528

貸倒引当金 △2,581,676 △2,580,277

投資その他の資産合計 4,692,007 4,603,001

固定資産合計 16,880,135 16,601,468

資産合計 42,951,348 43,016,847
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,181,215 10,425,019

短期借入金 7,371,909 7,535,886

未払法人税等 105,385 80,215

環境対策引当金 － 11,425

資産除去債務 20,000 20,000

その他 4,016,099 4,182,793

流動負債合計 21,694,610 22,255,340

固定負債   

長期借入金 6,530,045 6,018,971

退職給付引当金 813,162 811,053

環境対策引当金 44,104 32,679

資産除去債務 26,849 26,940

持分法適用に伴う負債 125,178 130,810

その他 454,962 462,306

固定負債合計 7,994,303 7,482,761

負債合計 29,688,913 29,738,101

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 1,924,991 2,012,322

自己株式 △10,609 △10,695

株主資本合計 12,477,484 12,564,728

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 554,884 474,013

繰延ヘッジ損益 3,638 6,251

その他の包括利益累計額合計 558,523 480,265

少数株主持分 226,427 233,751

純資産合計 13,262,434 13,278,745

負債純資産合計 42,951,348 43,016,847
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 21,042,569 22,501,313

売上原価 18,588,390 19,934,716

売上総利益 2,454,179 2,566,596

販売費及び一般管理費 2,312,116 2,194,025

営業利益 142,062 372,571

営業外収益   

受取利息 1,121 1,954

受取配当金 48,157 35,433

持分法による投資利益 － 35,358

その他 66,187 48,502

営業外収益合計 115,466 121,248

営業外費用   

支払利息 47,613 38,816

持分法による投資損失 4,398 －

その他 19,943 7,797

営業外費用合計 71,955 46,614

経常利益 185,574 447,205

特別利益   

固定資産売却益 19,109 9,559

特別利益合計 19,109 9,559

特別損失   

固定資産売却損 5,031 4,803

固定資産除却損 13,201 1,959

たな卸資産除却損 33,465 －

特別損失合計 51,698 6,762

税金等調整前四半期純利益 152,984 450,002

法人税、住民税及び事業税 78,469 70,716

法人税等調整額 △14,565 64,094

法人税等合計 63,904 134,811

少数株主損益調整前四半期純利益 89,079 315,190

少数株主利益 113 7,324

四半期純利益 88,965 307,866
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 89,079 315,190

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △130,025 △80,870

繰延ヘッジ損益 4,704 2,612

その他の包括利益合計 △125,320 △78,258

四半期包括利益 △36,240 236,932

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △36,354 229,608

少数株主に係る四半期包括利益 113 7,324

日本配合飼料㈱　(2056)　平成26年３月期　第１四半期決算短信

- 7 -



該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

 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△195,865千円には、配賦不能営業費用△200,725千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１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

 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△205,475千円には、配賦不能営業費用△207,192千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。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

  （継続企業の前提に関する注記）

  （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

  （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

16,092,680 4,027,544 20,120,225 922,344 21,042,569 ― 21,042,569

セグメント間の内部
売上高又は振替高

936,314 119 936,433 42,093 978,526 △978,526 ―

計 17,028,994 4,027,663 21,056,658 964,438 22,021,096 △978,526 21,042,569

セグメント利益
又は損失(△)

357,973 △45,173 312,800 25,127 337,927 △195,865 142,062

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

17,554,886 3,945,184 21,500,070 1,001,242 22,501,313 ― 22,501,313

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,075,054 338 1,075,393 43,909 1,119,302 △1,119,302 ―

計 18,629,940 3,945,522 22,575,463 1,045,152 23,620,615 △1,119,302 22,501,313

セグメント利益 510,149 8,990 519,140 58,906 578,046 △205,475 372,571
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