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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 187,792 ― 7,260 ― 6,394 ― 3,255 ―
20年3月期第3四半期 150,420 12.1 3,539 △4.9 3,247 1.5 857 △42.5

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

21年3月期第3四半期 18.26 ―
20年3月期第3四半期 4.76 ―

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

21年3月期第3四半期 160,921 51,320 31.6 285.64
20年3月期 150,605 48,977 32.1 269.67

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  50,854百万円 20年3月期  48,308百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

   株式数の変動により1株当たり当期純利益のみを変更しております。  

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 237,000 17.8 7,500 101.2 6,500 95.3 2,600 116.2 14.59

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 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、記載された
将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 
(2) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  180,649,898株 20年3月期  180,649,898株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,610,297株 20年3月期  1,509,213株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  178,226,526株 20年3月期第3四半期  180,259,722株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題を背景とする世界的金融危
機の影響により急激な株安・円高に見舞われ、輸出関連企業を中心に急速な減産や雇用調整がみられるな
ど、景気悪化は鮮明となり、なお一層の深刻化も懸念される先行き不透明な状況となりました。 
 食品業界におきましても、穀物原料価格の高騰に加え、度重なる不祥事による業界全体への不信など対
処すべき多くの課題を抱え、経営環境は依然として厳しいものとなりました。 
 このような状況の中、当グループは、 終年度である中期計画「SHOWA-ism 計画 06-08」達成に向け
「改革の実現」「経営基盤の強化」「グループ経営の強化・向上」「CSRの推進」に邁進してまいりまし
た。 
 これらの結果、連結売上高は食品事業の販売数量が前年同期を下回りましたが、原材料コスト上昇分を
価格改定したことなどにより187,792百万円となりました。利益面では、引き続き生産・販売効率の改善
によるコスト削減に努めた等の結果、営業利益は7,260百万円、経常利益は6,394百万円、四半期純利益は
3,255百万円となりました。 
  

セグメント別の概況 
  

①食品事業 
 食品事業は、前年同期と比較して増収・増益傾向にありました。 
 当第３四半期連結累計期間ではプレミックスの拡販が順調に推移したことや、原材料コスト上昇分を価
格改定したこと、副産物市況が堅調に推移したことなどにより、食品事業の売上高は132,566百万円とな
りました。利益面では、生産・販売効率の改善によりコスト削減に努めたことや、前期における原材料調
達コスト増加分の価格改定が当期において進捗したことなどにより、営業利益は6,616百万円となりまし
た。 
②飼料事業 
 飼料事業は、前年同期と比較して増収・減益傾向にありました。 
 売上高は、配合飼料の販売数量・販売価格が前年同期を上回り50,940百万円となりました。利益面で
は、原料価格の上昇などによる製造コストの上昇や、配合飼料価格安定基金の負担増などによる販売コス
トの上昇もあり、416百万円の営業損失となりました。 
③倉庫事業 
 倉庫事業は、穀物サイロ関連の荷役量が前年同期を下回ったことにより、前年同期と比較して減収・減
益傾向にありました。これらの結果、売上高は2,681百万円、営業利益は1,171百万円となりました。 
④その他事業 
 その他事業は、不動産事業の量販店向け賃貸設備の賃貸価格値下げにより、前年同期と比較して減収・
減益傾向にありました。これらの結果、売上高は1,604百万円、営業利益は987百万円となりました。 
  

総資産は、160,921百万円と前連結会計年度末と比較して10,316百万円増加しております。主な増加要
因は、売上高の増収に伴い売掛債権が12,688百万円増加したことや、期中の穀物原料相場の高騰による影
響でたな卸資産が921百万円増加したことによります。 
 負債は、109,600百万円と前連結会計年度末と比較して7,972百万円増加しております。主な増加要因
は、有利子負債で4,047百万円、買掛債務で2,810百万円増加したことであります。有利子負債の増加は、
期中の輸入穀物相場の高騰に伴い原材料調達資金の需要が高まったことなどによります。買掛債務の増加
は、第３四半期末日が金融機関の休日であったため債務決済が第４四半期に繰り越されたためでありま
す。 
 純資産は、51,320百万円と前連結会計年度末と比較して2,343百万円増加しております。主な増加要因
は、利益剰余金が四半期純利益の計上などにより3,745百万円増加したことであります。一方、主な減少
要因は、その他有価証券評価差額金が期末時価評価の洗い替えにより920百万円減少したことでありま
す。 
（連結キャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,702
百万円、減価償却費5,178百万円等による資金の増加がありましたが、売上債権の増加や、法人税等1,715
百万円を支払った結果、合計では1,247百万円の収入となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得で764百万円、有形固定資産の取得で
3,569百万円の資金を使用しましたが、有形固定資産の売却による475百万円の収入等があったため、合計
では3,504百万円の支出となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローについては、フリー・キャッシュ・フローの不足分及び配当金の支
払額1,074百万円を短期借入金等による資金調達で賄った結果、2,668百万円の収入となりました。 
 以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ411百万円増加
し、3,949百万円となりました。  

・定性的情報・財務諸表等

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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第４四半期以降も為替や穀物の相場動向など、当グループを取り巻く経営環境は不透明な状況が続くも
のと予想されますが、平成20年10月16日に公表した平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31
日）の連結業績については、株数の変動による１株当たり純利益の変動を除き、変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

1. 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来
の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

1. 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計
基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しておりま
す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

2. 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準
第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整
前四半期純利益が233百万円それぞれ減少しております。 
 なお、セグメントに与える影響は、セグメント情報に記載しております。 

3. リース取引に関する会計基準等の適用 
 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年
３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四
半期連結会計期間から早期適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、
リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

（追加情報） 
 当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契
機として、資産の利用状況を見直した結果、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基
づく減価償却方法を適用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が274百万円、営業利益が280百万円、
経常利益が280百万円、税金等調整前四半期純利益が280百万円それぞれ減少しております。 
 なお、セグメントに与える影響はセグメント情報に記載しております。 

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,951 3,538

受取手形及び売掛金 43,644 30,955

有価証券 1 1

商品 1,293 1,326

製品 7,845 7,129

原材料 13,037 12,805

仕掛品 1,708 1,605

貯蔵品 734 830

その他 2,643 2,845

貸倒引当金 △433 △793

流動資産合計 74,426 60,246

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 31,536 32,524

機械装置及び運搬具（純額） 17,338 19,153

土地（純額） 18,322 18,688

その他（純額） 1,425 1,518

有形固定資産合計 68,622 71,885

無形固定資産 394 400

投資その他の資産   

投資有価証券 12,824 13,094

その他 5,497 5,810

貸倒引当金 △844 △830

投資その他の資産合計 17,477 18,073

固定資産合計 86,494 90,359

資産合計 160,921 150,605

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,424 17,614

短期借入金 38,906 24,028

コマーシャル・ペーパー 3,000 12,500

未払法人税等 2,134 991

賞与引当金 381 942

その他 11,005 9,509

流動負債合計 75,853 65,586

固定負債   

長期借入金 20,154 21,485

退職給付引当金 5,806 5,865

役員退職慰労引当金 243 317

債務保証損失引当金 － 39

負ののれん 205 265

その他 7,337 8,068

固定負債合計 33,747 36,042

負債合計 109,600 101,628
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,778 12,778

資本剰余金 9,007 9,007

利益剰余金 28,142 24,396

自己株式 △678 △388

株主資本合計 49,249 45,793

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,697 2,618

繰延ヘッジ損益 △92 △103

評価・換算差額等合計 1,605 2,514

少数株主持分 466 668

純資産合計 51,320 48,977

負債純資産合計 160,921 150,605
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 187,792

売上原価 159,119

売上総利益 28,673

販売費及び一般管理費 21,413

営業利益 7,260

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 229

為替差益 245

負ののれん償却額 69

その他 397

営業外収益合計 960

営業外費用  

支払利息 524

コマーシャル・ペーパー利息 101

退職給付費用 529

持分法による投資損失 422

その他 248

営業外費用合計 1,826

経常利益 6,394

特別利益  

固定資産売却益 25

貸倒引当金戻入額 29

債務保証損失引当金戻入額 39

特別利益合計 94

特別損失  

固定資産廃棄損 150

減損損失 521

投資有価証券評価損 111

その他 2

特別損失合計 785

税金等調整前四半期純利益 5,702

法人税、住民税及び事業税 2,862

法人税等調整額 △412

法人税等合計 2,450

少数株主損失（△） △2

四半期純利益 3,255
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 5,702

減価償却費 5,178

減損損失 521

売上債権の増減額（△は増加） △12,704

たな卸資産の増減額（△は増加） △909

仕入債務の増減額（△は減少） 2,810

その他 2,639

小計 3,237

利息及び配当金の受取額 275

利息の支払額 △550

法人税等の支払額 △1,715

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,247

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 △1

投資有価証券の取得による支出 △764

投資有価証券の売却及び償還による収入 508

有形固定資産の取得による支出 △3,569

有形固定資産の売却による収入 475

有形固定資産の除却による支出 △56

投融資による支出 △301

投融資の回収による収入 205

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,504

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

5,100

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △2,052

リース債務の返済による支出 △15

配当金の支払額 △1,074

少数株主への配当金の支払額 △0

自己株式の取得による支出 △288

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 411

現金及び現金同等物の期首残高 3,538

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,949
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

１ 事業の種類別セグメント情報 
 

(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。  

   ２ 各事業の主な製品 
 (1) 食品事業………………小麦粉、ミックス、パスタ、植物油、脱脂大豆、コーンスターチ、ぶ

どう糖、冷凍食品等 
 (2) 飼料事業………………配合飼料、単味飼料、鶏卵他畜産物等 
 (3) 倉庫事業………………倉庫業(荷役・保管等) 
 (4) その他事業……………事業用・商業用ビル等賃貸、保険代理業、自動車等リース業等 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当第３四半期連結

累計期間971百万円であり、その主なものは、企業集団の広告に要した費用、基礎的研究開発
費であります。 

４ 会計処理の方法の変更 
（棚卸資産の評価に関する会計基準） 
「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとお
り、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員
会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来
の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業費用は、食品事業が223百万
円、飼料事業が９百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

５ 追加情報  
「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（追加情報）」
に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法
に基づく減価償却方法を適用しております。  
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業費用は、食
品事業が278百万円、飼料事業が０百万円、倉庫事業が１百万円、その他事業が０百万円それ
ぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。  

  
２ 所在地別セグメント情報 
   本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため記載を省略しております。 
  
３ 海外売上高 
   海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日)

食品事業 
(百万円)

飼料事業
(百万円)

倉庫事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

132,566 50,940 2,681 1,604 187,792 ― 187,792

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

2,530 15 853 1,238 4,637 (4,637) ―

  計 135,096 50,956 3,534 2,842 192,429 （4,637) 187,792

  営業費用 128,479 51,372 2,363 1,854 184,070 (3,537) 180,532

営業利益又は営業損失（△） 6,616 △416 1,171 987 8,359 (1,099) 7,260
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
※第２四半期連結会計期間から、株式の追加取得により新日本化学工業㈱を持分法の適用の範囲に含

めております。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 

(百万円)
資本剰余金
(百万円)

利益剰余金
(百万円)

自己株式 

(百万円)

株主資本合計 

(百万円)

前連結会計年度末残高 12,778 9,007 24,396 △388 45,793

当第３四半期連結会計期間末までの変動額  

  剰余金の配当 △ 1,074   △1,074

  四半期純利益 3,255   3,255

  持分法適用会社増加に伴う増加高 ※ 1,565 △1 1,563

  自己株式の取得 △288 △288

当第３四半期連結会計期間末までの変動額合計 3,745 △289 3,455

当第３四半期連結会計期間末残高 12,778 9,007 28,142 △678 49,249
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前第３四半期に係る財務諸表等 

 (1) (要約)前四半期連結損益計算書 

                                （単位：百万円） 

 
(注)第３四半期における税金費用については、簡便法により計算しているため、「法人税等調整額」は「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示している。 

  

「参考資料」

科  目

前第３四半期
(平成19年４月１日～
平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 150,420

Ⅱ 売上原価 126,031

   売上総利益 24,388

Ⅲ 販売費及び一般管理費 20,849

   営業利益 3,539

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 22

 2. 受取配当金 224

 3. 為替差益 182

 4. 負ののれん償却費 78

 5. 持分法による投資利益 94

 6. その他 387

  営業外収益合計 989

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 464

 2. コマーシャル・ペーパー利息 67

 3. 退職給付費用 529

 4. その他 220

  営業外費用合計 1,281

   経常利益 3,247

Ⅵ 特別利益

 1. 固定資産売却益 10

 2. 投資有価証券売却益 5

 3. 過年度関係会社税金等還付金 22

  特別利益合計 37

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産廃棄損 310

 2. 固定資産売却損 113

 3. 減損損失 85

 4. 貸倒引当金繰入額 199

 5. 債務保証損失引当金繰入額 394

  6. その他 165

  特別損失合計 1,268

   税金等調整前四半期純利益 2,016

  法人税、住民税及び事業税 1,251

  少数株主損失 92

  四半期純利益 857
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(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                （単位：百万円） 

 
  

前第３四半期
(平成19年４月１日～
平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  １．税金等調整前四半期純利益 2,016

  ２．減価償却費 4,930

  ３．減損損失 85

  ４．債務保証損失引当金の増減額（減少は△） 394

  ５．関連会社株式評価損 79

  ６．売上債権の増加額（増加は△) △7,191

  ７．たな卸資産の増減額（増加は△) △4,676

  ８．仕入債務の増減額（減少は△） 533

  ９．その他 1,276

    小計 △2,551

 １０．利息及び配当金の受取額 270

 １１．利息の支払額 △503

 １２．法人税等の支払額 △1,516

 １３．その他 22

   営業活動によるキャッシュ・フロー △4,277

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  １．投資有価証券の取得による支出 △217

  ２．投資有価証券の売却による収入 30

  ３．有形固定資産の取得による支出 △3,871

  ４．有形固定資産の売却による収入(撤去費含む) 858

  ５．有形固定資産の廃棄による支出(撤去費含む) △83

  ６．その他の投融資の増減額（増加は△) △128

   投資活動によるキャッシュ・フロー △3,413

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  １．借入金(コマーシャルペーパーを含む)の増減額
    （減少は△）

7,966

  ２．配当金の支払額 △1,082

  ３．少数株主への配当金の支払額 △8

  ４．自己株式の取得による支出 △154

   財務活動によるキャッシュ・フロー 6,720

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △970

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,544

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,573
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(3) 前四半期セグメント情報 

１ 事業の種類別セグメント情報 

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっている。  

２ 各事業の主な製品  
(1) 食品事業………………小麦粉、ミックス、パスタ、植物油、脱脂大豆、コーンスターチ、ぶ

どう糖、冷凍食品等 
(2) 飼料事業………………配合飼料、単味飼料、鶏卵他畜産物等 
(3) 倉庫事業………………倉庫業(荷役・保管等) 
(4) その他事業……………事業用・商業用ビル等賃貸、保険代理業、自動車等リース業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は944百万円であり、そ
の主なものは、企業集団の広告に要した費用、基礎的研究開発費である。 

４ 会計方針の変更  
「 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更（減価償却資産の減価償却方法の変更）」に記
載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会計期間から、平成19年４月１日以降に取得した有
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方法に変更している。 
この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合と比べ、当第３四半期の営業費用は、食品事業
が53百万円、飼料事業が1百万円、倉庫事業が5百万円、その他事業が5百万円増加し、営業利益
が同額減少している。  

５ 追加情報  
「 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更（追加情報）」に記載のとおり、当連結会計期
間から、平成19年３月31日以降に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が
終了した翌年から５年間で残存価額を均等償却する方法によっている。 
これに伴い、従来と同様の方法によった場合と比べ、当第３四半期の営業費用は、食品事業が
392百万円、飼料事業が18百万円、倉庫事業が59百万円、その他事業が10百万円増加し、営業利
益が同額減少している。  

  
２ 所在地別セグメント情報  
  本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため記載を省略している。 
  
３ 海外売上高  
  海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略している。    

前第３四半期
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

食品事業 
(百万円)

飼料事業
(百万円)

倉庫事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

107,897 37,887 2,818 1,817 150,420 ― 150,420

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

2,017 15 849 1,198 4,080 (4,080) ―

  計 109,914 37,902 3,667 3,015 154,500 (4,080) 150,420

  営業費用 108,218 37,408 2,435 1,818 149,880 (2,999) 146,881

営業利益 1,696 494 1,232 1,197 4,619 (1,080) 3,539
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