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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
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 ％

28年3月期第3四半期 35,575 △2.7 742 54.7 788 44.5 529 49.8
27年3月期第3四半期 36,572 △2.4 480 ― 545 396.7 353 326.2

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 467百万円 （14.1％） 27年3月期第3四半期 409百万円 （205.4％）

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

28年3月期第3四半期 27.42 ―
27年3月期第3四半期 18.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第3四半期 28,792 16,568 57.5
27年3月期 27,062 16,197 59.9
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 16,568百万円 27年3月期 16,197百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
28年3月期 ― 0.00 ―
28年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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
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

通期 48,000 △1.9 800 15.4 850 6.8 400 20.6 20.71



(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 

 （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 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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、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、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 ： 有
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） 28年3月期3Q 20,830,825 株 27年3月期 20,830,825 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 1,517,340 株 27年3月期 1,514,906 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 19,314,720 株 27年3月期3Q 19,316,861 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出環境好転に伴う企業収益の拡大、都市圏におけ

る建設需要の増大やインバウンド消費の増加等により緩やかな回復基調にある一方で、米国の利上げや新

興国経済の低迷の影響により、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、主原料のとうもろこし並びに副原料の大豆粕の相場は一時的に上昇した

ものの、価格水準は低調に推移いたしました。海上運賃も弱含みで推移いたしました。 

このような状況の中、当社は上期に二度引き下げた配合飼料価格を10月には据置にいたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は 355 億 75 百万円（前年同期比 2.7%減）とな

りました。利益面につきましては、営業利益は７億42百万円（前年同期比54.7%増）、経常利益は７億88

百万円（前年同期比 44.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は５億 29 百万円（前年同期比 49.8%

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、343 億 80 百万円（前年同期比 2.2%減）となり、セグメント利益（営業利益）は８億

71百万円（前年同期比7.4%増）となりました。 

畜産事業 

売上高は、11億 95百万円（前年同期比15.8%減）となり、セグメント利益（営業利益）は95百

万円（前年同期比46.6%減）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明  

（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17億30百万円増加し、287

億 92 百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が 13 億 55 百万円増加したことによるもの

です。   

 

（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13億59百万円増加し、122

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 11 億 58 百万円増加したことによるもの

です。 

 

（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３億70百万円増加し、165

億68百万円となりました。これは主に、利益剰余金が４億32百万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 

平成28年３月期の連結業績予想につきましては、平成27年11月10日に公表した通期の連結業績予想

に変更はありません。 
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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３四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 

   会計方針の変更 

   （企業結合に関する会計基準等の適用） 

    「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基

準第７号 平成25年９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変

更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させ

るため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務

諸表の組替えを行っております。 
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,647,555 6,496,137

受取手形及び売掛金 10,437,111 11,792,707

商品及び製品 187,667 171,705

仕掛品 376,637 443,295

原材料及び貯蔵品 1,687,560 1,672,529

その他 523,071 373,785

貸倒引当金 △122,174 △178,774

流動資産合計 19,737,428 20,771,385

固定資産

有形固定資産 3,696,369 4,358,410

無形固定資産 7,287 6,628

投資その他の資産

長期貸付金 3,202,403 2,308,771

破産更生債権等 2,183,692 3,152,142

その他 1,474,021 1,417,143

貸倒引当金 △3,239,000 △3,222,000

投資その他の資産合計 3,621,117 3,656,057

固定資産合計 7,324,774 8,021,096

資産合計 27,062,203 28,792,482

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,987,810 6,146,798

短期借入金 4,569,000 4,569,000

未払法人税等 30,116 241,034

賞与引当金 114,496 58,587

その他 1,009,791 1,100,649

流動負債合計 10,711,215 12,116,069

固定負債

長期未払金 84,240 84,240

債務保証損失引当金 45,791 -

退職給付に係る負債 22,981 23,784

固定負債合計 153,012 108,024

負債合計 10,864,228 12,224,094

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 12,364,457 12,797,429

自己株式 △294,839 △295,452

株主資本合計 15,985,493 16,417,852

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 208,647 152,194

繰延ヘッジ損益 3,834 △1,659

その他の包括利益累計額合計 212,481 150,535

純資産合計 16,197,975 16,568,387

負債純資産合計 27,062,203 28,792,482
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 36,572,529 35,575,749

売上原価 33,523,021 32,534,831

売上総利益 3,049,508 3,040,918

販売費及び一般管理費 2,569,444 2,298,195

営業利益 480,064 742,723

営業外収益

受取利息 58,515 45,226

受取配当金 10,800 11,103

為替差益 38,922 23,732

その他 41,726 60,842

営業外収益合計 149,965 140,904

営業外費用

支払利息 47,760 47,607

支払手数料 31,244 31,166

その他 5,545 16,829

営業外費用合計 84,549 95,604

経常利益 545,480 788,022

税金等調整前四半期純利益 545,480 788,022

法人税等 192,064 258,471

四半期純利益 353,416 529,551

親会社株主に帰属する四半期純利益 353,416 529,551
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 353,416 529,551

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 39,813 △56,452

繰延ヘッジ損益 16,615 △5,493

その他の包括利益合計 56,429 △61,946

四半期包括利益 409,845 467,604

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 409,845 467,604

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。
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