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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 103,827 13.9 1,938 19.6 2,005 21.7 1,086 22.4
23年3月期第3四半期 91,132 △4.2 1,619 △55.1 1,648 △55.2 887 △60.1

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 862百万円 （101.0％） 23年3月期第3四半期 428百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 41.75 ―
23年3月期第3四半期 33.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 65,499 32,125 49.0
23年3月期 60,409 31,814 52.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  32,125百万円 23年3月期  31,814百万円

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

23年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年3月期 ― 8.00 ―
24年3月期（予想） 8.00 16.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 135,000 10.8 2,300 8.4 2,200 5.5 1,150 40.3 43.49



(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） 

※自己株式については、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式（24年3月期3Q 401,700株、23年3月期 450,000株）を含めて記載しております。 

※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
四半期連結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 
（将来に関する記載等についてのご注意） 
 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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 26,535,508 株 23年3月期 26,535,508 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 453,526 株 23年3月期 501,627 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 26,031,513 株 23年3月期3Q 26,484,343 株
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（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、東日本大震災の影響による厳しい状況から徐々に持ち直しの動

きがみられます。しかしながら、電力供給の制約や原子力災害の影響、円高の長期化、さらには欧州の政府債務危機

による海外景気の下振れ懸念など、企業を取り巻く環境は依然として不透明な状況となっております。 

飼料業界におきましては、主原料のとうもろこし価格が、米国の生産量減少により高値水準を維持しておりました

が、９月以降は世界的な景気後退懸念や飼料用小麦による代替、全米の在庫報告が市場予想を上回ったことなどから

値を下げております。こうした原料状況を反映して飼料メーカー各社は、４月以降値上げをしてきた配合飼料価格を

10月に値下げしました。 

このような状況のもと、当社グループは、新たな市場開拓はもとより顧客の要望に合致した新製品の開発、積極的

な販売活動の推進による売上拡大を図る一方、生産性向上、経費の削減などにより業績の向上に努めてまいりまし

た。また、原材料の高騰に対応するため、糟糠類を独自の加工技術で多用することにより、とうもろこしを主体とし

た製品と機能が同等な飼料の開発に成功し、拡販に努めました。  

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高1,038億27百万円（前年同四半期比13.9％増）、営業利益

19億38百万円（前年同四半期比19.6％増）、経常利益20億５百万円（前年同四半期比21.7％増）、四半期純利益10億

86百万円（前年同四半期比22.4％増）となりました。  

主力の畜水産飼料が平均販売価格、販売量ともに前年同四半期を上回ったことにより、売上高は、13.9％の増収と

なりました。経常利益は、減価償却費の増加やのれん償却額の発生などにより販売費及び一般管理費が増加したもの

の、畜水産飼料の販売量増加と原料ポジションの改善などで吸収し、21.7％の増益となりました。四半期純利益は、

前年同四半期に特別損失に計上した資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額がなくなったことなどにより、22.4％

の増益となりました。  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（飼料） 

東日本大震災の影響が残り、業界全体の配合飼料販売量が前年同四半期を下回ることが見込まれるなか、当社グル

ープの販売量は新規顧客獲得の増加及び差別化飼料の増加により、前年同四半期比3.2％増と好調でありました。ま

た、原材料価格の上昇を受けて飼料販売価格の値上げを行ったため、売上高は、前年同四半期比16.5％増の884億７

百万円となりました。セグメント利益は、減価償却費が増加したものの販売量増加と原料ポジションの改善により、

前年同四半期比80.7％増の18億90百万円となりました。 

（コンシューマー・プロダクツ）  

自社開発の畜産物取扱量が減少したもののペットフードの販売量が増加したことにより、売上高は、前年同四半期

比0.6％増の111億円となりました。売上高は増加したものの、原材料価格の高騰を販売価格に転嫁できなかったた

め、セグメント利益は、前年同四半期比34.9％減の２億15百万円となりました。 

（不動産賃貸） 

横浜流通倉庫の賃貸契約終了により一時的に空室となり、新テナントからの賃貸収入の発生が２月以降になること

から、売上高は、前年同四半期比61.5％減の１億22百万円、セグメント利益は、前年同四半期比95.2％減の11百万円

となりました。 

（その他） 

売上高は、前年同四半期比7.2％増の41億96百万円、セグメント利益は、前年同四半期比48.0％減の１億41百万円

となりました。  

   

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

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50億89百万円増加の654億99百万円とな

りました。流動資産は399億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ56億37百万円増加しました。これは主に棚卸

数量減少に伴い原材料及び貯蔵品が５億20百万円減少したものの、売上高増加などに伴い受取手形及び売掛金が59億

73百万円増加したことによるものであります。固定資産は255億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億47百

万円減少しました。これは主に投資有価証券が４億12百万円減少したことによるものであります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ47億79百万円増加の333億74百万円となり

ました。流動負債は281億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億26百万円増加しました。これは主に12月末

が金融機関の休日であったことなどに伴い支払手形及び買掛金が19億86百万円増加し、短期借入金（１年内返済予定

の長期借入金を含む）が27億17百万円増加したためであります。固定負債は51億84百万円となり、前連結会計年度末

に比べ47百万円減少しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ３億10百万円増加の321億25百万円とな

りました。これは主に繰延ヘッジ損益が１億70百万円減少したものの、利益剰余金が５億３百万円増加したことによ

るものであります。総資産が増加したため、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ3.7ポイント減少の49.0％とな

りました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月６日の決算短信で公表いたしました平成24年３月期の連結業績予想に変更はありません。  

   

   

（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 

該当事項はありません。  

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,288 1,046

受取手形及び売掛金 24,107 30,081

商品及び製品 1,811 2,055

仕掛品 684 540

原材料及び貯蔵品 4,685 4,165

その他 2,087 2,467

貸倒引当金 △350 △403

流動資産合計 34,314 39,952

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,822 6,584

機械装置及び運搬具（純額） 4,716 4,557

工具、器具及び備品（純額） 652 668

土地 7,137 7,148

建設仮勘定 299 716

有形固定資産合計 19,628 19,674

無形固定資産   

のれん － 182

その他 2,199 2,086

無形固定資産合計 2,199 2,268

投資その他の資産   

投資有価証券 2,118 1,706

長期貸付金 1,456 1,260

その他 1,348 1,215

貸倒引当金 △656 △579

投資その他の資産合計 4,267 3,604

固定資産合計 26,095 25,547

資産合計 60,409 65,499
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,036 12,023

短期借入金 8,900 11,800

1年内返済予定の長期借入金 1,179 996

未払法人税等 388 431

賞与引当金 332 176

役員賞与引当金 35 －

その他 2,491 2,761

流動負債合計 23,363 28,189

固定負債   

長期借入金 2,862 3,312

退職給付引当金 338 362

債務保証損失引当金 － 89

資産除去債務 159 159

負ののれん 218 151

その他 1,653 1,108

固定負債合計 5,232 5,184

負債合計 28,595 33,374

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,695 2,695

資本剰余金 2,353 2,353

利益剰余金 26,918 27,422

自己株式 △314 △283

株主資本合計 31,652 32,187

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 225 171

繰延ヘッジ損益 △63 △233

その他の包括利益累計額合計 161 △62

純資産合計 31,814 32,125

負債純資産合計 60,409 65,499
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 91,132 103,827

売上原価 82,029 93,670

売上総利益 9,103 10,157

販売費及び一般管理費   

運賃 1,796 1,860

飼料価格安定基金負担金 1,841 1,883

賞与引当金繰入額 265 156

貸倒引当金繰入額 133 126

のれん償却額 － 93

その他 3,446 4,099

販売費及び一般管理費合計 7,483 8,219

営業利益 1,619 1,938

営業外収益   

受取利息 19 19

受取配当金 53 45

保管料収入 136 77

負ののれん償却額 67 67

貸倒引当金戻入額 － 27

持分法による投資利益 － 2

その他 78 72

営業外収益合計 355 312

営業外費用   

支払利息 76 79

貸倒引当金繰入額 115 －

債務保証損失引当金繰入額 － 89

保管料原価 119 64

その他 15 11

営業外費用合計 327 245

経常利益 1,648 2,005

特別利益   

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 40 －

受取保険金 － 2

特別利益合計 40 4

特別損失   

固定資産除売却損 19 57

投資有価証券評価損 57 6

ゴルフ会員権売却損 0 －

ゴルフ会員権評価損 1 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 137 －

本部移転費用 － 25

特別損失合計 215 95

税金等調整前四半期純利益 1,472 1,913

法人税、住民税及び事業税 555 761

法人税等調整額 28 65

法人税等合計 584 827

少数株主損益調整前四半期純利益 887 1,086

四半期純利益 887 1,086
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 887 1,086

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △72 △54

繰延ヘッジ損益 △386 △170

その他の包括利益合計 △458 △224

四半期包括利益 428 862

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 428 862

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日 至 平成22年12月31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：百万円）

（注）１ 「その他」のセグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、畜産用機器等を含んでお

ります。   

２ セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円、金融収支 百万

円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 百万円が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純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23年４月１日 至 平成23年12月31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：百万円）

（注）１ 「その他」のセグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、畜産用機器等を含んでお

ります。   

２ セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円、金融収支 百万

円が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 

コンシューマー・ 
プロダクツ 

不動産 
賃貸 

計 

売上高              

外部顧客への 

売上高 
 75,865  11,031  319  87,215  3,916  91,132  －  91,132

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 373  0  －  374  70  444  △444  －

計  76,239  11,031  319  87,590  3,986  91,576  △444  91,132

セグメント利益  1,045  330  229  1,605  272  1,877  △405  1,472

△894 619

△137

  

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 
コンシューマー・ 

プロダクツ 
不動産 
賃貸 

計 

売上高              

外部顧客への 

売上高 
 88,407  11,100  122    99,631  4,196  103,827  －  103,827

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 468  0  －  469  11  480  △480  －

計  88,876  11,100  122  100,100  4,208  104,308  △480  103,827

セグメント利益  1,890  215  11  2,116  141  2,257  △344  1,913

△985 685

（６）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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