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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 45,014 7.1 438 53.8 521 65.5 203 ―
25年3月期第2四半期 42,018 △7.4 285 △78.7 314 △77.4 △18 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 233百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △178百万円 （―％）

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2四半期 1.85 ―
25年3月期第2四半期 △0.17 ―

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2四半期 42,248 13,275 30.9 118.29
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2四半期  13,043百万円 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 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 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、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 90,000 3.9 1,000 177.9 1,000 116.8 600 366.7 5.44



(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）３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。 
 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   ：  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2Q 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2Q 71,456 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2Q 110,267,168 株 25年3月期2Q 110,268,868 株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、政権交代後の経済・金融政策により円安・株高が進み、

企業収益に改善が見られるなど、日本経済全体として景気回復に明るい兆しが現れてきました。しか

し、欧州景気の停滞や新興国経済の減速、国内においては消費税増税や雇用状況などの不安は払拭され

ず、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 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、主産地である米国での新穀

作付面積の増加や受粉期での良好な天候が続いた結果、価格は前期対比で値を下げました。為替相場は

昨年末から円安基調が続いており90円台後半で推移しました。海上運賃は南米産穀物での需要増加や原

油相場の上昇から底堅い相場となりました。畜産物相場は需要増の影響から総じて前年を上回って推移

しました。 

 このような状況の中で、当社グループでは、高品質で安全・安心な配合飼料を生産し顧客ニーズに満

足して頂ける製品を供給すべく取組んだ結果、売上高は450億１千４百万円（前年同期比7.1％増）とな

り、経常利益は５億２千１百万円（同65.5％増）、四半期純利益は２億３百万円（前年同期は四半期純

損失１千８百万円）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、販売価格の上昇効果により売上高は349億３千万円（前年同期比8.4％増）

となりました。また、自社工場の効率化及び省力化を図るべく経年劣化機器を更新し生産の安定を図

り、製造・販売に注力した事から営業利益についても７億６千１百万円（同1.0％増）となりました。 

 畜産事業におきましては、畜産物の相場が堅調に推移した事から売上高は81億８千１百万円（前年同

期比3.5％増）、営業利益は１千６百万円（前年同期は営業損失１億２千６百万円）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込みはあったものの水産物取扱が好調に推移してお

り売上高は19億１百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益は９千４百万円（同83.4％増）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７億３百万円減少しまし

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４億７千２百万円増加した一方で、原材料及び貯蔵品が６億２

百万円及び投資その他の資産のその他が４億６千１百万円減少したことなどによります。 

負債は、短期借入金が７億２千１百万円増加した一方で、長期借入金が15億１千７百万円減少した

ことなどにより、前連結会計年度末に比べ７億１千６百万円の減少となりました。 

純資産は、利益剰余金が１千６百万円減少した一方で、その他有価証券評価差額金が２千３百万円

及び少数株主持分が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１千３百万円の増加

となりました。 

  

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
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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、11億９千

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、16億５千５百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期

純利益が５億２千８百万円、減価償却費が５億９千５百万円及びたな卸資産の減少が４億４千７百万

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、４千３百万円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の

売却による収入が７千６百万円及び投資有価証券の売却による収入が２億８千６百万円あった一方

で、有形及び無形固定資産の取得による支出が４億６千１百万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、11億３千９百万円となりました。これは主に短期借入金の増加が

６億７百万円あった一方で、長期借入金の約定弁済を14億３百万円行ったこと及び配当金の支払額が

２億２千万円あったことなどによるものであります。 

  

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25年10月29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。  

  

該当事項はありません。  

  

（キャッシュ・フローの状況）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 727,852 1,200,689

受取手形及び売掛金 17,991,760 18,101,081

商品及び製品 776,325 798,289

原材料及び貯蔵品 3,957,367 3,354,814

動物 1,319,868 1,452,602

その他 1,481,770 1,326,909

貸倒引当金 △183,733 △141,082

流動資産合計 26,071,212 26,093,304

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,482,347 4,345,089

土地 4,817,272 4,721,046

その他（純額） 2,608,277 2,559,611

有形固定資産合計 11,907,897 11,625,747

無形固定資産   

のれん 1,046 9,975

その他 279,184 253,016

無形固定資産合計 280,231 262,991

投資その他の資産   

投資有価証券 3,184,962 3,179,141

その他 4,088,721 3,627,193

貸倒引当金 △2,581,676 △2,540,289

投資その他の資産合計 4,692,007 4,266,045

固定資産合計 16,880,135 16,154,784

資産合計 42,951,348 42,248,089
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,181,215 9,941,466

短期借入金 7,371,909 8,092,951

未払法人税等 105,385 45,796

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 4,409,662

流動負債合計 21,694,610 22,521,301

固定負債   

長期借入金 6,530,045 5,012,928

退職給付引当金 813,162 813,750

環境対策引当金 44,104 32,679

資産除去債務 26,849 27,031

持分法適用に伴う負債 125,178 107,670

その他 454,962 457,225

固定負債合計 7,994,303 6,451,285

負債合計 29,688,913 28,972,587

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 1,908,312

自己株式 △10,609 △10,780

株主資本合計 12,477,484 12,460,634

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 554,884 578,001

繰延ヘッジ損益 3,638 4,410

その他の包括利益累計額合計 558,523 582,411

少数株主持分 226,427 232,455

純資産合計 13,262,434 13,275,501

負債純資産合計 42,951,348 42,248,089
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 42,018,900 45,014,067

売上原価 37,196,323 40,142,191

売上総利益 4,822,577 4,871,876

販売費及び一般管理費 4,537,236 4,433,121

営業利益 285,341 438,755

営業外収益   

受取利息 2,291 3,935

受取配当金 54,477 35,433

持分法による投資利益 21,661 53,784

その他 84,623 79,119

営業外収益合計 163,054 172,273

営業外費用   

支払利息 92,450 76,584

貸倒引当金繰入額 8,891 －

その他 32,289 13,363

営業外費用合計 133,631 89,947

経常利益 314,763 521,081

特別利益   

固定資産売却益 25,273 18,948

投資有価証券売却益 － 74,634

特別利益合計 25,273 93,583

特別損失   

固定資産売却損 8,862 8,260

固定資産除却損 22,958 5,224

減損損失 21,520 72,789

たな卸資産除却損 37,198 －

特別損失合計 90,540 86,274

税金等調整前四半期純利益 249,496 528,389

法人税、住民税及び事業税 82,497 31,856

法人税等調整額 182,275 286,647

法人税等合計 264,773 318,503

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（△）

△15,276 209,885

少数株主利益 3,405 6,027

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,681 203,857
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

△15,276 209,885

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △166,299 23,117

繰延ヘッジ損益 3,426 771

その他の包括利益合計 △162,872 23,888

四半期包括利益 △178,148 233,773

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △181,553 227,746

少数株主に係る四半期包括利益 3,405 6,027
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 249,496 528,389

減価償却費 647,545 595,177

減損損失 21,520 72,789

のれん償却額 570 1,070

持分法による投資損益（△は益） △21,661 △53,784

投資有価証券売却損益（△は益） － △74,634

退職給付引当金の増減額（△は減少） △45,152 588

貸倒引当金の増減額（△は減少） 143,157 △60,921

受取利息及び受取配当金 △56,768 △39,368

支払利息 92,450 76,584

固定資産除売却損益（△は益） 6,547 △5,463

売上債権の増減額（△は増加） △283,614 △106,508

たな卸資産の増減額（△は増加） 891,817 447,855

仕入債務の増減額（△は減少） △533,906 △239,748

その他 392,232 604,908

小計 1,504,236 1,746,934

法人税等の支払額 △24,186 △91,445

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 1,455,824 1,655,488

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 △93,000 －

定期預金の払戻による収入 186,505 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △622,017 △461,718

有形及び無形固定資産の売却による収入 45,836 76,925

投資有価証券の売却による収入 － 286,183

貸付けによる支出 △50,000 △42,800

貸付金の回収による収入 23,122 47,039

利息及び配当金の受取額 57,964 39,372

その他 16,058 11,831

投資活動によるキャッシュ・フロー △435,530 △43,165

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） 767,820 607,836

長期借入れによる収入 165,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,909,163 △1,403,912

利息の支払額 △99,874 △77,241

配当金の支払額 △330,807 △220,535

リース債務の返済による支出 △55,500 △45,462

その他 △53 △171

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,462,578 △1,139,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △442,284 472,836

現金及び現金同等物の期首残高 1,330,214 724,352

現金及び現金同等物の四半期末残高 887,930 1,197,189
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 該当事項はありません。  

  

 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24年４月１日  至  平成24年９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△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。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９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△433,758千円には、配賦不能営業費用△436,834千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。 

  

（４）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

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

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

34,930,381 8,181,743 43,112,125 1,901,942 45,014,067 ― 45,014,067

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,148,773 1,005 2,149,779 94,648 2,244,427 △2,244,427 ―

計 37,079,155 8,182,749 45,261,904 1,996,590 47,258,495 △2,244,427 45,014,067

セグメント利益 761,954 16,304 778,258 94,255 872,513 △433,758 438,755
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