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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第1四半期 10,155 △3.2 265 80.7 299 81.2 206 81.2

29年3月期第1四半期 10,491 △10.6 146 △58.7 165 △56.8 114 △55.5

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　231百万円 （247.5％） 29年3月期第1四半期　　66百万円 （△76.5％）

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

30年3月期第1四半期 10.72 ―

29年3月期第1四半期 5.91 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第1四半期 27,186 16,961 62.4

29年3月期 26,918 16,827 62.5

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 16,961百万円 29年3月期 16,827百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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

第2四半期(累計) 20,000 △2.6 300 △5.3 350 1.7 200 △16.0 10.36

通期 41,500 1.1 700 1.0 800 △0.7 500 54.1 25.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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．６「２．四半期連結財務諸表及び主な注記　（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項　（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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期1Q 20,830,825 株 29年3月期 20,830,825 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 1,518,550 株 29年3月期 1,518,550 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 19,312,275 株 29年3月期1Q 19,313,479 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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、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当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。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の持ち直しと円安を要因とした輸出の回復

により堅調に推移したものの、個人消費が伸び悩んでいることから、先行きは不透明な状況にあります。 

  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の価格は、安定的に推移しました。副

原料である大豆粕の価格は上昇しました。海上運賃の相場も上昇しました。 

  このような状況のなか、当社は配合飼料価格の値上げを行いましたが、生産性の向上や経費の削減にも

引き続き注力いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は101億55百万円（前年同期比3.2%減）となり

ました。利益面につきましては、営業利益は２億65百万円（前年同期比80.7%増）となり、経常利益は２

億99百万円（前年同期比81.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億６百万円（前年同期比

81.2%増）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97億63百万円（前年同期比2.7%減）となり、セグメント利益（営業利益）は２億97百万円

（前年同期比89.1%増）となりました。 

    畜産事業 

売上高は３億92百万円（前年同期比13.5%減）となり、セグメント利益（営業利益）は58百万円

（前年同期比12.6%増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

  （資産の部） 

   当第１四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２億67百万円増加し、271

億86百万円となりました。これは、主に現金及び預金が２億53百万円増加したことによるものです。 

 

  （負債の部） 

   当第１四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１億32百万円増加し、102

億24百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が１億93百万円増加したことによるもので

す。 

   

  （純資産の部） 

   当第１四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１億34百万円増加し、

169億61百万円となりました。これは、主に利益剰余金が１億10百万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、国際情勢が緊迫するなかで、新興国経済に減速懸念が広がっており、景

気の先行きは不透明な状況です。当社グループを取り巻く環境は、原材料価格や為替相場が不安定であ

り、他社との競争も激しさを増していることから、引き続き厳しい状況です。 

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、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 30 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 29 年５月 12 日に公表した連結業績予想に変更

はありません。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,089,341 10,342,554

受取手形及び売掛金 8,224,391 8,230,592

商品及び製品 136,313 146,764

仕掛品 320,885 299,178

原材料及び貯蔵品 1,448,831 1,581,684

その他 362,475 402,474

貸倒引当金 △91,244 △97,448

流動資産合計 20,490,995 20,905,799

固定資産

有形固定資産 4,032,306 3,983,170

無形固定資産 14,656 14,692

投資その他の資産

長期貸付金 1,341,050 1,304,272

破産更生債権等 2,939,733 2,875,130

その他 1,079,854 1,091,347

貸倒引当金 △2,979,839 △2,988,000

投資その他の資産合計 2,380,798 2,282,750

固定資産合計 6,427,761 6,280,614

資産合計 26,918,757 27,186,414

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,073,348 4,266,947

短期借入金 4,569,000 4,569,000

未払法人税等 117,197 102,173

賞与引当金 111,836 169,540

その他 1,082,699 986,486

流動負債合計 9,954,081 10,094,148

固定負債

長期未払金 84,240 84,240

退職給付に係る負債 53,381 46,140

固定負債合計 137,621 130,380

負債合計 10,091,702 10,224,528

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 13,013,351 13,123,768

自己株式 △295,696 △295,696

株主資本合計 16,633,529 16,743,947

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 191,635 204,989

繰延ヘッジ損益 1,889 12,948

その他の包括利益累計額合計 193,524 217,937

純資産合計 16,827,054 16,961,885

負債純資産合計 26,918,757 27,186,414
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 10,491,177 10,155,994

売上原価 9,630,773 9,185,035

売上総利益 860,403 970,959

販売費及び一般管理費 713,561 705,635

営業利益 146,841 265,323

営業外収益

受取利息 11,422 7,130

受取配当金 9,829 10,341

売電収入 15,068 15,446

その他 16,134 30,583

営業外収益合計 52,456 63,502

営業外費用

支払利息 15,583 15,605

売電費用 9,963 9,599

その他 8,698 4,572

営業外費用合計 34,245 29,776

経常利益 165,052 299,049

税金等調整前四半期純利益 165,052 299,049

法人税等 50,836 92,070

四半期純利益 114,216 206,979

親会社株主に帰属する四半期純利益 114,216 206,979
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 114,216 206,979

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,788 13,354

繰延ヘッジ損益 △35,844 11,058

その他の包括利益合計 △47,633 24,413

四半期包括利益 66,583 231,392

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 66,583 231,392

非支配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。 

 

  (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１四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。 
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