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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 34,235 △27.9 836 ― 939 ― 615 ―

21年3月期第3四半期 47,475 ― △183 ― 36 ― △8 ―

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

22年3月期第3四半期 31.84 ―

21年3月期第3四半期 △0.44 ―

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

22年3月期第3四半期 29,364 15,938 54.3 824.81
21年3月期 28,393 15,379 54.2 795.84

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,938百万円 21年3月期  15,379百万円

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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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 48,200 △19.0 900 ― 1,000 ― 500 788.2 25.87
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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） 

(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 

業績予想につきましては、現時点で入手された情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる可能性があります。 
なお、上記の予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 20,830,825株 21年3月期  20,830,825株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,507,135株 21年3月期  1,505,941株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 19,324,362株 21年3月期第3四半期 19,981,432株
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【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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気持ち直しの兆しもあるものの、企業収益の

低迷に伴う設備投資の停滞、また雇用情勢の悪化による個人消費の低迷など、未だに厳しい状況が続いてお

ります。

配合飼料業界におきましては、主原料であるとうもろこしの生育に適した天候が続いたことによるシカゴ

穀物相場の下落に加え、為替相場が円高で推移したことなどから、平成21年10月に配合飼料価格の値下げを

行いました。

畜産物相場につきましては、全畜種にわたり前年を下回る相場となっております。

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間における当社業績につきましては、平成21年１月の大

幅な値下げの影響により配合飼料価格が低下したため、売上高は前年同期比27.9%減の342億35百万円となり

ました。利益面につきましては、前年同期に比べ比較的安定した主原料相場のため製造原価が減少し、営業

利益は８億36百万円（前年同期１億83百万円の営業損失）となりました。経常利益は前年同期に比べ９億３

百万円増の９億39百万円、四半期純利益は６億15百万円（前年同期８百万円の四半期純損失）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９億71百万円増加し293億64百

万円となりました。この要因は、受取手形及び売掛金が３億２百万円、長期貸付金が６億73百万円増加した

こと等によるものであります。

（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４億12百万円増加し134億26百

万円となりました。この要因は、支払手形及び買掛金が10億33百万円増加し、短期借入金が10億46百万円減

少し、未払法人税等が４億49百万円増加したこと等によるものであります。

（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５億58百万円増加し159億

38百万円となりました。この要因は、利益剰余金が５億18百万円増加したこと等によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、平成21年５月12日に公表した予想に変更はありません。

４．その他

（１）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

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。

（２）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

該当事項はありません。
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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：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,478,394 4,461,153

受取手形及び売掛金 11,975,635 11,673,538

商品及び製品 174,090 211,847

仕掛品 332,933 363,472

原材料及び貯蔵品 1,869,397 1,860,623

その他 1,070,829 577,549

貸倒引当金 △149,703 △155,184

流動資産合計 19,751,578 18,992,999

固定資産   

有形固定資産 4,541,973 4,873,790

無形固定資産 16,513 23,587

投資その他の資産   

長期貸付金 3,997,884 3,324,188

破産更生債権等 4,526,914 4,669,806

その他 1,991,036 2,041,526

貸倒引当金 △5,461,000 △5,532,000

投資その他の資産合計 5,054,835 4,503,521

固定資産合計 9,613,322 9,400,899

資産合計 29,364,900 28,393,899

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,766,973 4,733,019

短期借入金 5,893,752 6,939,752

未払法人税等 449,116 －

賞与引当金 78,493 130,077

その他 813,181 721,087

流動負債合計 13,001,517 12,523,936

固定負債   

長期借入金 43,131 51,757

長期未払金 112,040 112,040

退職給付引当金 269,790 326,591

固定負債合計 424,961 490,388

負債合計 13,426,478 13,014,324
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３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 12,281,291 11,762,572

自己株式 △293,372 △293,097

株主資本合計 15,903,794 15,385,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,071 △9,933

繰延ヘッジ損益 10,556 4,156

評価・換算差額等合計 34,627 △5,776

純資産合計 15,938,422 15,379,574

負債純資産合計 29,364,900 28,393,899
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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：千円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 47,475,477 34,235,727

売上原価 44,954,383 30,716,972

売上総利益 2,521,094 3,518,754

販売費及び一般管理費 2,704,619 2,681,814

営業利益又は営業損失（△） △183,525 836,939

営業外収益   

受取利息 80,825 87,248

受取配当金 8,347 3,147

為替差益 76,917 36,746

保管料収入 63,380 －

その他 78,976 70,456

営業外収益合計 308,448 197,597

営業外費用   

支払利息 60,823 65,701

支払手数料 25,970 26,874

その他 2,004 2,493

営業外費用合計 88,798 95,069

経常利益 36,123 939,467

特別利益   

固定資産売却益 2,672 －

投資有価証券売却益 27,367 15,633

受取保険金 58,254 －

貸倒引当金戻入額 － 174,200

特別利益合計 88,294 189,833

特別損失   

投資有価証券評価損 54,769 68,596

和解金 65,316 －

特別損失合計 120,086 68,596

税金等調整前四半期純利益 4,332 1,060,704

法人税、住民税及び事業税 9,700 445,000

法人税等調整額 3,341 360

法人税等合計 13,041 445,360

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,709 615,343
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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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