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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 23,646 △0.8 298 ― 361 ― 233 ―
26年3月期第2四半期 23,830 10.9 △205 ― △127 ― △65 ―

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 284百万円 （―％） 26年3月期第2四半期 △62百万円 （―％）

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

27年3月期第2四半期 12.11 ―
26年3月期第2四半期 △3.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 26,425 16,056 60.8
26年3月期 26,437 15,868 60.0
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 16,056百万円 26年3月期 15,868百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
27年3月期 ― 0.00
27年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 48,000 △2.7 500 73.6 700 74.4 300 93.0 15.53



(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 ： 有 
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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ます。なお、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に対するレビュー手続は終了しております。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」をご覧下さい。 

※ 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） 27年3月期2Q 20,830,825 株 26年3月期 20,830,825 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 1,514,237 株 26年3月期 1,513,249 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 19,317,112 株 26年3月期2Q 19,318,680 株
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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 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動や、台風

豪雨等の悪天候の影響により、個人消費に翳りがみられたものの、雇用及び所得環境が改善したことか

ら、緩やかな回復基調で推移しました。 

配合飼料業界におきましては、主原料である米国産とうもろこしは底堅い価格で推移し、大豆粕相場

は軟調に推移しました。一方で、為替相場は円安に推移しました。 

このような状況の中、当社は配合飼料価格の値上げを行ったものの、販売価格は前年同期を下回りま

した。又、一層の合理化による利益率の改善に注力しました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は236億46百万円（前年同期比0.8%減）となり

ました。利益面につきましては、営業利益は２億98百万円（前年同期の営業損失２億５百万円）となり、

経常利益は３億61百万円（前年同期の経常損失１億27百万円）、四半期純利益は２億33百万円（前年同期

の四半期純損失65百万円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

飼料事業 

売上高は、227億26百万円（前年同期比1.6%減）となり、セグメント利益（営業利益）は５億58百

万円（前年同期比222.1%増）となりました。 

    畜産事業 

売上高は、９億19百万円（前年同期比24.3%増）となり、セグメント利益（営業利益）は１億37百

万円（前年同期比117.5%増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

  （資産の部） 

   当第２四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11百万円減少し、264億25

百万円となりました。これは、主に現金及び預金が５億67百万円増加したものの、受取手形及び売掛金

が５億58百万円減少したこと等によるものです。 

 

  （負債の部） 

   当第２四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1億99百万円減少し、103億

69百万円となりました。これは、主に未払法人税等が１億25百万円減少したことによるものです。 

 

  （純資産の部） 

   当第２四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１億88百万円増加し、

160億56百万円となりました。これは、主に利益剰余金が１億37百万円増加したことによるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

今後の見通しにつきましては、原材料価格や為替相場の先行きが不透明であることから、予断を許さな

い状況にあります。  

このような状況のもとで、当社グループといたしましては、原材料調達の多様化を促進し、新製品の開

発と販売の強化を図り、新規顧客の開拓に努めるとともに、固定費や生産コストの削減に注力すること

で業績の向上に努めてまいります。  

平成 27 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 26 年５月 14 日に公表した通期の連結業績予想

のとおりです。 
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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 

   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 

   税金費用の計算 

    税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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し

ております。 

 

（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。 
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,815,488 5,382,707

受取手形及び売掛金 10,801,249 10,243,040

商品及び製品 132,984 159,514

仕掛品 309,689 364,731

原材料及び貯蔵品 1,817,032 1,999,706

その他 385,549 514,588

貸倒引当金 △156,051 △147,351

流動資産合計 18,105,942 18,516,937

固定資産

有形固定資産 3,894,598 3,819,523

無形固定資産 8,532 7,923

投資その他の資産

長期貸付金 3,155,066 3,179,358

破産更生債権等 3,663,355 3,571,331

その他 1,733,407 1,760,847

貸倒引当金 △4,123,000 △4,430,000

投資その他の資産合計 4,428,829 4,081,537

固定資産合計 8,331,960 7,908,984

資産合計 26,437,903 26,425,922

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,516,680 4,428,291

短期借入金 4,569,000 4,569,000

未払法人税等 266,472 141,287

賞与引当金 121,576 115,320

その他 847,085 904,441

流動負債合計 10,320,814 10,158,340

固定負債

長期未払金 84,240 84,240

債務保証損失引当金 63,660 54,725

退職給付に係る負債 100,639 72,057

固定負債合計 248,539 211,023

負債合計 10,569,354 10,369,363

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 12,129,359 12,266,768

自己株式 △294,506 △294,699

株主資本合計 15,750,727 15,887,944

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 112,402 142,181

繰延ヘッジ損益 5,419 26,433

その他の包括利益累計額合計 117,821 168,614

純資産合計 15,868,549 16,056,558

負債純資産合計 26,437,903 26,425,922
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 23,830,618 23,646,322

売上原価 22,227,285 21,630,836

売上総利益 1,603,332 2,015,486

販売費及び一般管理費 1,808,535 1,717,056

営業利益又は営業損失（△） △205,202 298,430

営業外収益

受取利息 63,633 46,543

受取配当金 7,408 8,275

為替差益 11,861 22,681

その他 35,648 28,677

営業外収益合計 118,550 106,178

営業外費用

支払利息 31,859 31,784

その他 9,106 11,485

営業外費用合計 40,966 43,270

経常利益又は経常損失（△） △127,618 361,337

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

△127,618 361,337

法人税等 △61,897 127,340

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（△）

△65,720 233,997

四半期純利益又は四半期純損失（△） △65,720 233,997
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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（△）

△65,720 233,997

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,512 29,779

繰延ヘッジ損益 △8,438 21,013

その他の包括利益合計 3,073 50,792

四半期包括利益 △62,647 284,790

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △62,647 284,790

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（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）

該当事項はありません。

（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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