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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 四半期純利益 

 百万円          ％ 百万円          ％ 百万円           ％ 百万円           ％

23年３月期第１四半期 10,322   △7.1 △269    － △199    － △107    －
22年３月期第１四半期 11,108  △25.9 428  163.5 478  169.0 367  259.7

 

 
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

23年３月期第１四半期 △5.55 －
22年３月期第１四半期 19.01 －

 
（２）連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 25,918 15,462 59.7 800.27
22年３月期 27,198 15,691 57.7 812.03

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期     15,462百万円 22年３月期     15,691百万円 

 
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   
22年３月期 － 0.00 － 5.00 5.00   
23年３月期 －    

23年３月期(予想)  0.00 － 5.00 5.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 20,700 △7.4 250 △58.4 300 △57.6 150 △70.9 7.76
通  期 41,800 △5.6 700   3.1 800  △2.3 400     8.9 20.70

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 

 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：無 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
 

（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) 23年３月期１Ｑ 20,830,825株 22年３月期 20,830,825株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,508,944株 22年３月期 1,507,735株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 19,322,538株 22年３月期１Ｑ 19,324,817株

 
 
※ 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財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  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）２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。
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 
  当第１四半期連結会計期間におけるわが国における経済情勢は、輸出入等や企業部門の稼働率の向上等 

  により景気に持ち直しの動きがみられるものの、円高やデフレ継続、厳しい雇用情勢や設備投資の低迷が 

  続くなど、依然として先行きが不透明な状況が続いております。 

   配合飼料業界におきましては、主原料となるとうもろこしのシカゴ穀物相場が生産量の上方修正などに 

  より軟調となったことや為替相場が円高に推移したことから、平成22年４月に配合飼料価格の値下げを行 

  いました。 

   飼料畜産業界におきましては、４月に宮崎県における口蹄疫の発生により、宮崎県内のみならず各方面 

  にも大きな影響がありました。７月27日に移動搬出制限が解除になりましたが、一刻も早い回復が望まれ 

  ます。 

   第１四半期における当社業績につきましては、売上高は販売価格の値下げ等により前年同期比7.1％減 

  の103億22百万円となりました。利益面につきましては、７月23日に発表しました当社取引先の民事再生 

  手続開始申立に伴い貸倒引当金の繰入処理を行った結果、営業損失は２億69百万円となり、経常損失は  

  １億99百万円、四半期純損失は１億７百万円となりました。 

 

（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12億79百万円減少し、259 

  億18百万円となりました。これは、主に短期借入金の返済等により現金及び預金が14億23百万円減少した 

  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10億51百万円減少し、104 

  億55百万円となりました。これは、主に返済により短期借入金が10億46百万円減少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、２億28百万円減少して154億62百万円となりまし 

  た。これは、主に利益剰余金が２億３百万円減少したことによるものです。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
   平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月10日 

  に公表した予想に変更はありません。 
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２．その他の情報 
（１）重要な子会社の異動の概要 
   該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
   税金費用の計算 

    当連結会計年度の税金等調整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、 

    税金等調整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。 

 
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
   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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,319,412 5,743,041

受取手形及び売掛金 8,524,916 8,643,860

商品及び製品 180,591 164,695

仕掛品 300,377 301,334

原材料及び貯蔵品 2,034,459 1,916,192

その他 871,176 802,102

貸倒引当金 △147,970 △99,852

流動資産合計 16,082,962 17,471,372

固定資産   

有形固定資産 4,381,064 4,352,491

無形固定資産 14,212 15,046

投資その他の資産   

長期貸付金 4,261,221 3,992,947

破産更生債権等 3,627,609 3,565,112

その他 1,767,692 1,808,658

貸倒引当金 △4,216,000 △4,007,000

投資その他の資産合計 5,440,523 5,359,719

固定資産合計 9,835,800 9,727,257

資産合計 25,918,763 27,198,629

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,266,880 4,247,718

短期借入金 4,830,500 5,876,500

1年内返済予定の長期借入金 17,252 17,252

未払法人税等 － 220,277

賞与引当金 209,928 154,978

その他 679,191 592,958

流動負債合計 10,003,753 11,109,685

固定負債   

長期借入金 34,505 34,505

長期未払金 112,040 112,040

退職給付引当金 305,687 251,386

固定負債合計 452,232 397,931

負債合計 10,455,986 11,507,617
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22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 11,829,260 12,033,184

自己株式 △293,747 △293,514

株主資本合計 15,451,387 15,655,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,454 29,770

繰延ヘッジ損益 △6,065 5,696

評価・換算差額等合計 11,389 35,467

純資産合計 15,462,777 15,691,012

負債純資産合計 25,918,763 27,198,629
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(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 11,108,260 10,322,249

売上原価 9,887,120 9,613,613

売上総利益 1,221,139 708,635

販売費及び一般管理費 792,440 978,224

営業利益又は営業損失（△） 428,698 △269,588

営業外収益   

受取利息 29,490 35,573

受取配当金 1,728 4,966

為替差益 23,005 31,016

その他 22,144 20,848

営業外収益合計 76,368 92,404

営業外費用   

支払利息 23,688 19,440

その他 2,818 2,634

営業外費用合計 26,506 22,075

経常利益又は経常損失（△） 478,560 △199,260

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,000

貸倒引当金戻入額 191,000 －

特別利益合計 191,000 1,000

特別損失   

投資有価証券評価損 46,359 －

特別損失合計 46,359 －

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（△）

623,201 △198,260

法人税、住民税及び事業税 256,000 △91,000

法人税等調整額 △96 48

法人税等合計 255,903 △90,951

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △107,308

四半期純利益又は四半期純損失（△） 367,297 △107,308
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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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