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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) 売上高には、消費税等は含まれていません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第90期中 第91期中 第92期中 第90期 第91期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 57,099 57,541 68,478 116,362 122,226

経常利益 (百万円) 2,318 1,317 1,838 3,609 2,838

中間(当期)純利益 (百万円) 1,432 686 1,644 1,886 1,602

純資産額 (百万円) 21,684 21,102 22,001 22,158 22,072

総資産額 (百万円) 59,877 59,809 63,773 58,240 63,398

１株当たり純資産額 (円) 176.41 173.93 180.94 179.81 181.79

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 11.66 5.60 13.54 15.34 13.14

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 11.64 5.59 13.53 15.30 13.11

自己資本比率 (％) 36.2 35.3 34.5 38.0 34.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 633 365 △26 2,472 2,504

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △594 △849 1,391 892 △1,526

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △32 545 △1,359 △3,450 △835

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 476 446 533 384 528

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(名)
1,093
[61]

1,075
[65]

1,075
[69]

1,083
[71]

1,055
[65]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 従業員数は、出向者(当中間会計期間 83名)を除いて記載しています。 

  

回次 第90期中 第91期中 第92期中 第90期 第91期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 48,084 48,320 59,058 97,808 103,996

経常利益 (百万円) 1,793 1,126 1,450 2,730 2,182

中間(当期)純利益 (百万円) 1,142 685 1,214 1,465 1,392

資本金 (百万円) 7,411 7,411 7,411 7,411 7,411

発行済株式総数 (株) 129,309,932 129,309,932 129,309,932 129,309,932 129,309,932

純資産額 (百万円) 18,291 17,588 17,845 18,625 18,341

総資産額 (百万円) 50,395 49,631 53,900 48,370 53,220

１株当たり純資産額 (円) 148.80 144.96 146.76 151.14 151.06

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 9.30 5.60 10.00 11.92 11.41

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 9.28 5.58 9.99 11.88 11.39

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 6.5 6.5

自己資本比率 (％) 36.3 35.4 33.1 38.5 34.5

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(名)
434
[21]

433
[18]

429
[18]

430
[22]

420
[20]



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重

要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社がその他の関係会社から親会社となりました。 

 
（注）上記の親会社は、有価証券報告書を提出しています。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載していま

す。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、臨時従業員数

は [  ] 内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しています。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特記すべき事項はありません。 

  

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業
の内容

議決権の被所有
割合(％)

関係内容

（親会社）

三菱商事株式会社 東京都千代田区 201,250 総合商社 56.22
当社から飼料等を販売し、
同社より原材料等を購入し
ています。

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

飼料事業 471[14]

食品事業 317[41]

ライフテック事業 198[ 5]

全社(共通) 89[ 9]

合計 1,075[69]

従業員数(名) 429[18]



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景にした設備投資の増加や雇用情勢

の改善などに支えられ、景気は緩やかながらも拡大基調で推移しました。 

 飼料・食品業界においては、畜産飼料の全国生産量は前年同期をやや上回る状況にあります。畜産物

相場は、ブロイラー・豚肉相場は高値で推移したものの、鶏卵・牛肉相場は前年同期を下回りました。

 このような環境のなか当社グループは、 終年度を迎えた中期経営計画「ＮＢＴ（Nosan Break 

Through：ノーサン・ブレーク・スルー）step.１」のもと「殻を打ち破り、大きく飛躍する」をスロー

ガンに掲げ、「お客様ニーズを生み出す会社」「現場力のある会社」「ボーダレスな視点をもつ会社」

をめざし継続的な企業発展を図ってまいりました。 

 その取組みの一環として、中国における大手飼料関連企業の高龍グループと、水産用飼料の製造・販

売を行うことを目的に福建省・福州に合弁会社を設立しました。また、山東省・青島において飼料用プ

レミックスの生産・販売を行っているエビアリス山東に資本参加し、海外展開の足がかりとしました。

 ６月には、三菱商事株式会社による当社株式の公開買付けの実施により、同社の連結子会社となりま

した。今後、同社グループとの相乗効果を加味し、当社単独よりも規模とスピードで上回る成長をめざ

します。 

以上の結果、売上高は684億円（前年同期比119％、109億円の増収）、経常利益は、18億38百万円

（前年同期比140％、５億20百万円の増益）となりました。また、投資有価証券売却益など特別利益16

億１百万円を計上した一方、遊休固定資産に係わる減損損失などの特別損失３億40百万円を計上したた

め、中間純利益は16億44百万円（前年同期比240％、９億58百万円の増益）となりました。 

  

 ①飼料事業 

畜産飼料の販売数量は前年同期を下回りましたが、売上高は、原料価格の高騰を受け４月と７月に二

度の価格改定（値上げ）を実施したことなどにより増加しました。収益面においては、原料価格の高騰

とともに配合飼料価格安定基金積立金の積み増しなどによるコスト負担増がありましたが、製造・販売

両面で競争力強化を図った結果、前年同期を上回る利益を計上しました。 

 水産飼料の販売数量は、たい用・はまち用の伸長により前年同期比110％と増加しました。一方、魚

粉などの動物性蛋白原料が、依然として高値で推移していますが、販売価格の値上げが浸透したことに

より、前年同期に比べ収益改善を図ることができました。 

 以上の結果、売上高は550億77百万円（前年同期比125％、110億４百万円の増収）となり、営業利益

は17億34百万円（前年同期比136％、４億63百万円の増益）となりました。 

  



 ②食品事業 

「ヨード卵・光」は、前期に引続き業務用の販売数量が伸長したため、家庭用を含め販売数量全体で

前年同期を若干上回りました。 

 食への安全・安心への意識がますます高まるなか、消費者の期待に応えるため品質向上に一層注力す

るとともに、30年間培ってきた「ヨード卵・光」ブランドを活かすことにより新たな商品開発に着手し

ています。 

 その一環として、特定保健用食品「今日のみそ汁 合わせ味噌仕立て」を「ヨード卵・光」の関連商

品として発売しました。 

 養鶏農場子会社においては、生産性の向上、総コストの削減等に取り組みましたが、配合飼料の大幅

な値上げに加えて、鶏卵相場が前年同期に比べ安値で推移したため、利益は前年同期を下回りました。

 以上の結果、売上高は74億90百万円（前年同期比98％、１億38百万円の減収）となり、営業利益は４

億23百万円（前年同期比86％、69百万円の減益）となりました。 

  

 ③ライフテック事業 

アメニティ部門では、動物病院向けペットフードの売上が前年同期比119％と好調です。また、子会

社ペットラインは、主力商品「キャネットチップ」の売上増に加え、その他新商品・リニューアル商品

の発売が功を奏し、売上は順調に増加しました。原料価格の高騰によるコスト負担増、販売競争激化な

どの逆風要因を吸収し、前年同期を上回る業績を計上しました。 

 バイオ部門では、ADME/Tox（薬物動態及び毒性試験）分野における薬物代謝受託試験が伸長していま

すが、タンパク発現分野では遺伝子免疫法による抗体作製受託の売上が前年同期を下回りました。 

 以上の結果、売上高は59億11百万円（前年同期比112％、６億54百万円の増収）、営業利益は３億57

百万円（前年同期比132％、87百万円の増益）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、売上債

権の増加やたな卸資産の増加、法人税等の支払などがありましたが、税金等調整前中間純利益、減価償

却費及び仕入債務の増加などにより、当中間連結会計期間末は、ほぼ前連結会計年度末並みの５億33百

万円（前期比101％）となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、26百万円となりました。これは主とし

て税金等調整前中間純利益が16億９百万円（投資有価証券売却益14億90百万円を除く）、減価償却費10

億65百万円、売上債権の増加14億29百万円、たな卸資産の増加15億73百万円、仕入債務の増加15億53百

万円、法人税等の支払額６億66百万円等によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は、13億91百万円となりました。これは主

として投資有価証券の売却による収入18億46百万円等によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、13億59百万円となりました。これは、

配当金の支払７億80百万円、借入金の減少４億84百万円等によるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産・仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

す。 

  

 
(注) １ 金額は製造原価及び仕入高の金額によっています。 

２ セグメント間の内部振替前の数値によっています。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

(2) 受注状況 

当社グループは受注見込による生産方式をとっています。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

飼料事業 51,048 ＋25.1

食品事業 5,438 △ 0.4

ライフテック事業 4,467 ＋16.8

合計 60,954 ＋21.1

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

飼料事業 55,077 ＋25.0

食品事業 7,490 △ 1.8

ライフテック事業 5,911 ＋12.5

合計 68,478 ＋19.0



３ 【対処すべき課題】 

飼料事業では、４月より操業を開始した仙台飼料株式会社の効率的な運営のため、東北地区における販

売体制の強化を図っています。また、各工場における品質管理体制の継続的な改善と収益力向上の一環と

してISO9001の導入を推進しています。 

食品事業では、「ヨード卵・光」の機能性と安全・安心を積極的に訴え、家庭向けの新規顧客開拓を進

めるとともに、業務用のさらなる拡大を図っていきます。養鶏農場子会社においては、配合飼料価格の高

騰により厳しい環境が続くものと予想されます。 

ライフテック事業におけるアメニティ部門では、動物病院向けのペットフードの販売増とともに、子会

社ペットラインにおける新商品・リニューアル商品が順調に推移しています。バイオ部門では、技術の向

上と、新技術・新商品の開発に取り組みます。 

今年度は、中期経営計画「NBTstep.1」の 終年度となります。持続的成長を確実なものとするため、

海外企業との提携によるグローバルな事業展開の推進、「三菱商事グループ」としてのシナジー効果の発

揮など、一層の収益力強化と企業価値の向上に取り組んでまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループは、１）畜水産用飼料・ペットフード・競走馬用飼料・実験動物用飼料の開発、２）畜水

産物生産技術の改善、３）畜産物をベースとする食品の開発、機能性食品の研究、４）飼料・ペットフー

ド・食品・畜水産物の安全性確保と品質保証に関わる管理技術の改善、５）バイオテクノロジーや先端技

術を対象とした研究開発を行っています。  

 これらの研究開発のうち畜水産用飼料、食品、ペットフード、馬用飼料、実験動物用飼料を対象とした

研究・開発・調査・情報提供を研究開発センターで、水産用飼料を中心とした研究・開発・調査・情報提

供については浜松水産研究所で、畜水産飼料、ペットフード、その他飼料の物性及び製造技術の研究につ

いては製造技術ラボで行っています。バイオテクノロジーや先端技術の活用を目的にした研究開発はバイ

オ研究所で行っています。これらの研究開発は国内外の大学や研究機関とも連携して実施しています。  

 当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は総額311百万円です。  

 また各事業別の研究の内容・成果および研究開発費は次の通りです。  

  

◇飼料事業  

 環境に配慮した飼料の開発、抗菌性飼料添加物を使用しない飼料の開発、新規原料を活用した飼料の開

発を行うとともに、安全性の確保を課題とした研究開発を行っています。  

 採卵鶏用飼料では、排泄窒素、糞量、アンモニア発生等の環境負荷を低減するための飼料用酵素応用の

研究、換羽誘導用専用飼料の研究などを行っています。  

ブロイラー用飼料では、有機酸製剤、植物抽出物質等の添加により抗菌性飼料添加物を使用しない飼

料、いわゆる特別飼育鶏用飼料の実用化に向けEVIALIS社（フランス）や大学、大手ユーザーとの共同研

究、開発を進めています。  

 養豚用飼料では、正味エネルギーと有効アミノ酸を組合わせた配合設計手法について、EVIALIS社との

研究を実施中です。植物抽出物質などを評価して抗菌性飼料添加物を使用しない飼料の開発、筋肉内脂肪

（サシ）の蓄積を高める肉豚用飼料の開発にも取り組んでいます。人工乳では地域のニーズを取り入れ、

嗜好性と発育に配慮した人工乳を関東地区、九州地区で新製品化しました。  

養牛用飼料では、ルーメン（第一胃）内の微生物醗酵をコントロールする手法を開発しています。ま

た、体外受精卵を用いた和牛生産の実用化研究を行っています。  

 バイオ燃料であるエタノールの製造工程で発生するとうもろこし蒸留粕（DDGS：とうもろこしジスチラ

ーズグレインソリュブル）の新規原料としての研究開発を行い、養鶏用飼料、養牛用飼料を中心に、DDGS

の配合飼料への適用を広げています。 また、日本配合飼料㈱との業務提携の一環として共同研究を継続

し、実験機能の相互補完により研究開発能力を高めています。その成果の一つとして、鼓脹症（第一胃疾

患）に配慮した抗菌性飼料添加物を使用しない飼料の研究を行い、共同で特許を出願しました。製品化を

下期に予定しています。  

水産用飼料では、主原料である魚粉の価格高騰に対応するため、チキンミール等の代替蛋白原料の有効

活用による魚粉削減飼料の開発研究の一層の推進とその普及に注力しています。日本配合飼料㈱との共同

研究の結果、クマザサに顕著な飼料効率の改善効果のあることを見出し、ギンザケ用飼料への応用を皮切

りにニジマス用飼料へもこれを応用して新製品「ツインパワー」を開発し発売しました。また、ノリ、バ

ナナ、免疫賦活物質など数種の機能性素材をバランスよく組み合わせ、そのシナジー効果によってヒラメ

等の歩留まり改善が期待できるサプリメント製品「イムナスsupport」や、国内だけでなく中国のマーケ

ットも視野に置いてナマコの種苗生産用微粉末飼料「海参growth」を開発し、いずれも好評を博していま

す。さらに今期も水産庁の委託事業である環境負荷低減技術開発事業等に積極的に協力しています。 

当事業に係る研究開発費は217百万円です。  

  

◇食品事業  



 環境、安全、安心、健康をコンセプトに、鶏卵およびその加工食品の品質管理、衛生管理、商品開発、

そして、“ヨード卵・光”の機能性研究に注力しています。 

品質・衛生管理面では、透明性とコンプライアンスを全ての活動の礎とし、鶏卵や加工食品の定期的な

化学分析、物理検査、微生物検査を実施し、農場を含む全ての食品製造工場と共に、品質と安全性の継続

的な確保と向上に努めています。  

 商品開発面では、特定保健用食品として難消化性デキストリン（食物繊維）を関与成分とする即席みそ

汁、「今日のみそ汁合わせ味噌仕立て」の安全性等各種試験を行い、厚生労働省へ申請し、特保として許

可されました。  

研究開発面では、“ヨード卵・光”の血中脂質や糖の代謝改善と言ったメタボリックシンドロームの改

善や、アルコール性肝障害の抑制メカニズムの解明に、分子生物学的手法を用いて積極的に取組んでいま

す。また、新たな“ヨード卵・光”の機能性として、“心”や“体”に対するアンチエイジング効果の研

究成果を学会で報告しました。  

 さらに、新規特殊卵や健康食品の商品化にむけて各種試験も行っています。  

当事業に係る研究開発費は26百万円です。  

  

◇ライフテック事業  

 多様化するお客様のニーズに対応したペットフードや競走馬飼料の研究開発およびバイオ関係の商品開

発や技術開発、受託業務を行っています。  

一般向けのペットフードでは、昨期発売し好評を得ております食物アレルギーに配慮した「メディコー

ト アレルゲンカット」のシリーズとして、「米」と「魚」だけに素材を限定した「トリーツ」を開発し

発売しました。また、繊維の豊富な野菜の粒を目に見える形でフードの粒に包埋したデトックスコンセプ

トの犬用フード「ピュアメイド ベジタブルイン」を開発し発売しました。動物病院向け療法食分野でも

新製品開発の為の研究を継続しています。  

 馬用飼料では、トレーニングによる疲労からの速やかな回復に配慮し、コエンザイムQ10、カルノシ

ン、大豆ペプチドを新たに配合した「パワーマックス トリメトック」を開発し11月発売します。  

バイオ関係では、ADME/Tox（薬物動態/毒性）関連、たんぱく質発現、トランスジェニック(Tg)動物作

製，抗体作製などの分野で商品開発および技術開発を行なっています。ADME/Tox関連分野では、ヒト肝ミ

クロソーム、薬物動態試験用ヒト肝細胞、不死化ヒト肝細胞、P450酵素の発現系・抗体等の品揃えを拡大

するとともに、毒性試験分野の商品、薬物トランスポーター分野の商品、及びそれらサービスの拡充を図

っています。たんぱく質発現分野では、Protein Science社（米国）の技術と当社が培ってきた技術を併

せ、昆虫細胞を利用したバキュロウイルスによるたんぱく質発現受託業務とその関連商品の開発を行って

います。抗体作製分野では、Genovac社（ドイツ）より技術導入した、遺伝子から抗原調製を経ずに直接

抗体を作製（遺伝子免疫）する技術を用いた受託を行うとともに、この技術を基盤とした創薬シーズの探

索も行っています。 

当事業に係る研究開発費は68百万円です。  

  
  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

(1) 重要な設備の新設等 

  当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は、以下のとおりです。 

 
  

(2) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。 

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定金額
資金調
達方法

着手及び完了予定 完成後の
増加能力 

 
総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

提出会社
塩釜工場 
(宮城県塩釜市)

飼料事業
飼料製造
設備

170 － 自己資金
平成19年 

9月
平成19年 
11月

製造能力
増

提出会社
志布志工場 
(鹿児島県志布
志市)

飼料事業
飼料製造
設備

300 － 自己資金
平成19年 
10月

平成20年 
7月

製造能力
増



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

平成15年に平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

 
（注）新株予約権１個につき1,000株です。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 299,800,000

計 299,800,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 129,309,932 129,309,932

東京証券
取引所 （市場第一部）

―大阪証券
取引所 （  〃  ）

計 129,309,932 129,309,932 ― ―

株主総会の特別決議日（平成15年6月26日）

中間会計期間末現在
（平成19年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個） 57（注） 57（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 8 8

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 57,000 57,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 218 同左

新株予約権の行使期間 平成17年7月1日～平成20年6月30日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 
資本組入額

218
109

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権１個当たりの一部行使
はできないこととする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは当社取
締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―



平成16年に平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

 
（注）新株予約権１個につき1,000株です。 

  

平成17年に平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

 
（注）新株予約権１個につき1,000株です。 

  

株主総会の特別決議日（平成16年6月25日）

中間会計期間末現在
（平成19年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個） 113（注） 113（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 10 10

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 113,000 113,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 220 同左

新株予約権の行使期間 平成18年7月1日～平成21年6月30日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 
資本組入額

220
110

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権１個当たりの一部行使
はできないこととする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは当社取
締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―

株主総会の特別決議日（平成17年6月24日）

中間会計期間末現在
（平成19年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個） 266（注） 266（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 10 10

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 266,000 266,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 298 同左

新株予約権の行使期間 平成19年7月1日～平成22年6月30日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 
資本組入額

298
149

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権１個当たりの一部行使
はできないこととする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは当社取
締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―



平成18年に会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

 
（注）1 新株予約権の数、新株予約権の行使の条件については、平成18年６月23日の定時株主総会における特別決  

議に基づき、平成18年12月25日取締役会で決議されたものです。 

2 新株予約権１個につき1,000株です。 

  

 
（注）新株予約権１個につき1,000株です。 

  

株主総会の特別決議日（平成18年6月23日）

中間会計期間末現在
（平成19年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個） 182（注） 182（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 182,000 182,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 325 同左

新株予約権の行使期間 平成20年7月1日～平成23年6月30日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 
資本組入額

325
163

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、本新株予約権の割
当個数の全部又は一部を行使するこ
とができる。ただし、１個の本新株
予約権を、さらに分割して行使する
ことはできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の全部又は一部につい
て第三者に対して譲渡、質権の設
定、譲渡担保権の設定、生前贈与、
遺贈その他一切の処分行為をするこ
とができないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―

取締役会決議日（平成18年12月25日）

中間会計期間末現在
（平成19年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個） 63（注） 63（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 63,000 63,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 325 同左

新株予約権の行使期間 平成21年1月10日～平成23年6月30日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 
資本組入額

325
163

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、本新株予約権の割
当個数の全部又は一部を行使するこ
とができる。ただし、１個の本新株
予約権を、さらに分割して行使する
ことはできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の全部又は一部につい
て第三者に対して譲渡、質権の設
定、譲渡担保権の設定、生前贈与、
遺贈その他一切の処分行為をするこ
とができないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―



平成19年に会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

 
（注）1 新株予約権の数、新株予約権の行使の条件については、平成19年６月22日の定時株主総会における特別決  

議に基づき、平成19年７月23日取締役会で決議されたものです。 

2 新株予約権１個につき1,000株です。 

  

 
（注）新株予約権１個につき1,000株です。 

  

株主総会の特別決議日（平成19年6月22日）

中間会計期間末現在
（平成19年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個） 218（注） 218（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 218,000 218,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 357 同左

新株予約権の行使期間 平成21年7月1日～平成24年6月30日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 
資本組入額

357
179

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、本新株予約権の割
当個数の全部又は一部を行使するこ
とができる。ただし、１個の本新株
予約権を、さらに分割して行使する
ことはできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の全部又は一部につい
て第三者に対して譲渡、質権の設
定、譲渡担保権の設定、生前贈与、
遺贈その他一切の処分行為をするこ
とができないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―

取締役会決議日（平成19年7月23日）

中間会計期間末現在
（平成19年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個） 63（注） 63（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 63,000 63,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 357 同左

新株予約権の行使期間 平成21年8月8日～平成24年6月30日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 
資本組入額

357
179

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、本新株予約権の割
当個数の全部又は一部を行使するこ
とができる。ただし、１個の本新株
予約権を、さらに分割して行使する
ことはできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の全部又は一部につい
て第三者に対して譲渡、質権の設
定、譲渡担保権の設定、生前贈与、
遺贈その他一切の処分行為をするこ
とができないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 上記のほか当社所有の自己株式 7,744千株（5.98％）があります。 

２ 当中間期末現在における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式

会社、資産管理サービス信託銀行株式会社及び三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の信託業務に係る株式数につい

ては、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での保有株式数を記載していま

す。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 129,309 ― 7,411 ― 2,731

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ 68,207 52.74

株式会社日清製粉グループ本社 〃 千代田区神田錦町１丁目２５ 3,650 2.82

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

〃 中央区晴海１丁目８－１１ 2,457 1.90

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

〃 港区浜松町２丁目１１－３ 1,649 1.27

資産管理サービス信託銀行株式
会社（証券投資信託口）

〃 中央区晴海１丁目８－１２晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟

675 0.52

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（信託口）

〃 千代田区丸の内１丁目４－５ 665 0.51

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４）

〃 中央区晴海１丁目８－１１ 527 0.40

株式会社中村商会 〃 中央区日本橋本石町３丁目１－７ 500 0.38

資産管理サービス信託銀行株式
会社（信託Ｂ口）

〃 中央区晴海１丁目８－１２晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟

462 0.35

東洋物産株式会社 香川県坂出市本町２丁目３－４ 458 0.35

計 ― 79,250 61.28



  (6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注)  「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が40,000株(議決権40個)含まれています。

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

  

 
(注) 高・ 低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式  7,744,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 121,353,000 121,353 ―

単元未満株式 普通株式     212,932 ― ―

発行済株式総数 129,309,932 ― ―

総株主の議決権 ― 121,353 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式）
日本農産工業株式会社

横浜市西区
みなとみらい２－２－１

7,744,000 ― 7,744,000 5.98

計 ― 7,744,000 ― 7,744,000 5.98

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 302 368 366 358 329 309

低(円) 276 294 336 315 295 293



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。 

なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）及び前中間会計期間（平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表

並びに中間財務諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けています。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 
  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  1  現金及び預金 446 533 528

  2 受取手形及び 
   売掛金

※６ 21,397 25,563 24,137

  3 たな卸資産 6,173 8,737 7,194

  4 短期貸付金 1,205 508 1,063

  5 繰延税金資産 413 394 534

  6 その他 2,196 2,889 2,628

   貸倒引当金 △192 △156 △227

   流動資産合計 31,640 52.9 38,470 60.3 35,859 56.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

 (1) 建物及び構築物 8,248 7,664 7,896

 (2) 機械装置及び 
   運搬具

5,838 5,032 5,519

 (3) 土地 3,881 3,594 3,845

 (4) 建設仮勘定 187 3 7

 (5) その他 537 18,693 472 16,768 519 17,788

 ２ 無形固定資産 651 621 656

 ３ 投資その他の 
   資産

 (1) 投資有価証券 7,237 5,813 7,382

 (2) 長期貸付金 486 641 466

 (3) 繰延税金資産 82 91 80

 (4) 再生債権、 
   更生債権等

117 350 275

 (5) その他 1,223 1,472 1,336

   貸倒引当金 △195 △327 △318

   投資損失引当金 △128 8,823 △128 7,913 △128 9,094

   固定資産合計 28,169 47.1 25,303 39.7 27,538 43.4

   資産合計 59,809 100.0 63,773 100.0 63,398 100.0



 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  1 支払手形及び 
   買掛金

15,833 20,532 18,981

  2 短期借入金
※２ 
※５

9,845 9,645 9,212

  3 未払法人税等 231 1,266 755

  4 未払消費税等 142 210 163

  5 未払費用 1,815 1,682 1,820

  6 繰延税金負債 10 5 11

  7 飼料事故関連 
   諸費用引当金

113 － －

  8 その他 2,399 2,264 2,745

   流動負債合計 30,393 50.8 35,607 55.8 33,690 53.2

Ⅱ 固定負債

  1 長期借入金 ※２ 6,809 5,252 6,169

  2 繰延税金負債 1,070 605 1,127

  3 退職給付引当金 432 307 337

   固定負債合計 8,312 13.9 6,165 9.7 7,634 12.0

   負債合計 38,706 64.7 41,772 65.5 41,325 65.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

  1 資本金 7,411 12.4 7,411 11.6 7,411 11.7

  2 資本剰余金 2,765 4.6 2,767 4.4 2,766 4.4

  3 利益剰余金 11,263 18.8 13,034 20.4 12,179 19.2

  4 自己株式 △1,710 △2.8 △1,661 △2.6 △1,693 △2.7

   株主資本合計 19,729 33.0 21,553 33.8 20,663 32.6

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

1,372 2.3 443 0.7 1,407 2.2

   評価・換算 
   差額等合計

1,372 2.3 443 0.7 1,407 2.2

Ⅲ 新株予約権 － － 4 0.0 1 0.0

   純資産合計 21,102 35.3 22,001 34.5 22,072 34.8

   負債純資産合計 59,809 100.0 63,773 100.0 63,398 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 57,541 100.0 68,478 100.0 122,226 100.0

Ⅱ 売上原価 49,565 86.1 59,562 87.0 105,648 86.4

   売上総利益 7,975 13.9 8,916 13.0 16,578 13.6

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

※１ 6,627 11.5 7,134 10.4 13,787 11.3

   営業利益 1,347 2.4 1,781 2.6 2,790 2.3

Ⅳ 営業外収益

  1 受取利息 18 15 38

  2 受取配当金 42 46 59

  3 固定資産貸付料 22 22 47

  4 貸倒引当金 
   戻入益

15 ― ―

  5 持分法による 
   投資利益

― 70 111

  6 その他 92 192 0.3 75 231 0.3 249 506 0.4

Ⅴ 営業外費用

  1 支払利息 98 126 223

  2 賃貸資産関係費 13 11 34

  3 退職特別付加金 22 ― 29

  4 持分法による 
   投資損失

30 ― ―

  5 その他 57 222 0.4 37 175 0.2 171 458 0.4

   経常利益 1,317 2.3 1,838 2.7 2,838 2.3

Ⅵ 特別利益

  1 固定資産売却益 ※２ 0 41 105

  2 投資有価証券 
   売却益

※３ ― 1,490 ―

  3 貸倒引当金 
   戻入益

※４ ― 70 ―

  4 保険金収入 ※５ ― 0 0.0 ― 1,601 2.3 324 429 0.3

Ⅶ 特別損失

  1 固定資産売 
   除却損

※６ 37 11 93

  2 減損損失 ※７ ― 286 323

  3 工場閉鎖 
   関連費用

※８ ― 37 0.1 43 340 0.5 ― 417 0.3

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

1,280 2.2 3,099 4.5 2,851 2.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

163 1,192 889

   法人税等調整額 419 582 1.0 251 1,444 2.1 339 1,228 1.0

   少数株主利益 11 0.0 9 0.0 20 0.0

   中間(当期)純利益 686 1.2 1,644 2.4 1,602 1.3



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 7,411 2,763 11,377 △1,053 20,499

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △801 △801

 中間純利益 686 686

 自己株式の取得 △676 △676

 自己株式の処分 2 19 21

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ 2 △114 △657 △769

平成18年９月30日残高(百万円) 7,411 2,765 11,263 △1,710 19,729

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,659 1,659 22,158

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △801

 中間純利益 686

 自己株式の取得 △676

 自己株式の処分 21

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額（純額）

△287 △287 △287

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△287 △287 △1,056

平成18年９月30日残高(百万円) 1,372 1,372 21,102



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 7,411 2,766 12,179 △1,693 20,663

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △789 △789

 中間純利益 1,644 1,644

 自己株式の取得 △1 △1

 自己株式の処分 1 33 34

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― 1 855 31 889

平成19年９月30日残高(百万円) 7,411 2,767 13,034 △1,661 21,553

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 1,407 1,407 1 22,072

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △789

 中間純利益 1,644

 自己株式の取得 △1

 自己株式の処分 34

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額（純額）

△964 △964 3 △960

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△964 △964 3 △71

平成19年９月30日残高(百万円) 443 443 4 22,001



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 7,411 2,763 11,377 △1,053 20,499

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △801 △801

 当期純利益 1,602 1,602

 自己株式の取得 △677 △677

 自己株式の処分 2 37 40

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― 2 801 △639 164

平成19年３月31日残高(百万円) 7,411 2,766 12,179 △1,693 20,663

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,659 1,659 ― 22,158

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △801

 当期純利益 1,602

 自己株式の取得 △677

 自己株式の処分 40

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△252 △252 1 △250

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△252 △252 1 △86

平成19年３月31日残高(百万円) 1,407 1,407 1 22,072



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
  1 税金等調整前 
     中間(当期)純利益

1,280 3,099 2,851

  2 減価償却費 1,066 1,065 2,209

  3 減損損失 ― 286 323

  4 長期前払費用償却額 52 57 109

  5 貸倒引当金の増減(△)額 12 △62 174

  6 未払賞与の増減(△)額 △393 △309 △97

  7 退職給付引当金の 
   増減(△)額

△139 △29 △235

  8 飼料事故関連諸費用 
   引当金の増減(△)額

△437 ― △550

  9 受取利息及び受取配当金 △61 △62 △97

 10 支払利息 98 126 223

 11 持分法による投資損益(△) 30 △70 △111

 12 固定資産売却損益(△) 12 △40 △89

 13 固定資産除却損 31 13 86

 14 投資有価証券売却損益(△) ― △1,490 ―

 15 売上債権の増(△)減額 △1,796 △1,429 △4,701

 16 たな卸資産の増(△)減額 △427 △1,573 △1,449

 17  仕入債務の増減(△)額 2,269 1,553 5,416

 18 その他流動資産の 
   増(△)減額

△326 △266 △902

 19 その他流動負債の 
   増減(△)額

153 △284 559

 20 未払消費税等の 
   増減(△)額

6 45 31

 21 その他の増減(△)額 26 12 76

    小計 1,457 640 3,826

 22 法人税等(事業税含む)の 
   支払額

△1,091 △666 △1,321

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

365 △26 2,504

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

  1 利息及び配当金の受取額 64 62 101

  2 固定資産の取得による支出 △770 △365 △1,658

  3  固定資産の売却による収入 14 59 218

  4  投資有価証券の 
   取得による支出

△1 △289 △3

  5 投資有価証券の 
   売却による収入

3 1,846 3

  6 短期貸付金の増(△)減額 △176 221 △48

  7 長期貸付金による支出 △15 △9 △78

  8 長期貸付金の 
   回収による収入

138 92 237

  9 その他の支出 △166 △240 △371

 10 その他の収入 60 14 72

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△849 1,391 △1,526



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

  1 短期借入金の増減(△)額 260 680 △130

  2 長期借入による収入 2,937 ― 3,375

  3 長期借入金の 
   返済による支出

△1,098 △1,164 △2,419

  4 自己株式の取得による支出 △676 △1 △677

  5 自己株式の処分による収入 21 34 40

  6 配当金の支払額 △799 △780 △801

  7 利息の支払額 △99 △127 △223

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

545 △1,359 △835

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減(△)額

61 5 143

Ⅴ 現金及び現金同等物の
  期首残高

384 528 384

Ⅵ 現金及び現金同等物の
  中間期末(期末)残高

※１ 446 533 528



(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

すべての子会社17社を連結して

います。 

なお、㈱ノーサン・エージェン

シーは、当中間連結会計期間に

清算結了致しましたので、連結

の対象から除外しました。 

主要な連結子会社名 

房総ファーム㈱、㈱ジャパンフ

ィード、ペットライン㈱

１ 連結の範囲に関する事項

すべての子会社17社を連結して

います。 

主要な連結子会社名 

房総ファーム㈱、㈱ジャパンフ

ィード、ペットライン㈱ 

 

１ 連結の範囲に関する事項

すべての子会社17社を連結して

います。

なお、㈱ノーサン・エージェン

シーは、当連結会計年度に清算

結了致しましたので、連結の対

象から除外しました。

主要な連結子会社名 

房総ファーム㈱、㈱ジャパンフ

ィード、ペットライン㈱

２ 持分法の適用に関する事項

すべての関連会社９社に持分法

を適用しています。

主要な関連会社名

㈱ジャパンファーム、道東飼料

㈱、フードリンク㈱

なお、持分法適用会社は、直近

の中間決算日における中間財務

諸表に基づいています。

２ 持分法の適用に関する事項

すべての関連会社11社に持分法

を適用しています。

なお、協同集團有限公司、愛圭

易山東有限公司は、当中間連結

会計期間に関連会社となりまし

たので、持分法適用会社に含め

ました。

主要な関連会社名

㈱ジャパンファーム、道東飼料

㈱、フードリンク㈱

また、持分法適用会社は、直近

の中間決算日における中間財務

諸表に基づいています。

２ 持分法の適用に関する事項

すべての関連会社９社に持分法

を適用しています。

主要な関連会社名 

㈱ジャパンファーム、道東飼料

㈱、フードリンク㈱

なお、持分法適用会社は、直近

の決算日における財務諸表に基

づいています。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社はいずれも親会社と

同じ中間決算日です。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致していま

す。

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社はいずれも親会社と

同じ決算日です。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評

価方法

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定してい

ます)

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評

価方法

その他有価証券

時価のあるもの

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評

価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定しています）

時価のないもの

移動平均法による原価

法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2) たな卸資産の評価基準及び

評価方法

商品 

― 終仕入原価法

製品・原材料・仕掛品及び

貯蔵品

― 主として移動平均法に

よる原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び

評価方法

商品 

― 同左

製品・原材料・仕掛品及び

貯蔵品

― 同左

(2) たな卸資産の評価基準及び

評価方法

商品 

― 同左

製品・原材料・仕掛品及び

貯蔵品

― 同左

(3) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

① 有形固定資産

主として定率法

なお、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)につ

いては、定額法を採用し

ています。

また、主な耐用年数は次

のとおりです。

建物及び構築物

       ７～50年

機械装置及び運搬具

       ４～15年

工具器具及び備品

       ２～15年

(3) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

① 有形固定資産

同左

(3) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しています。

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左



 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ています。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 投資損失引当金

投資に対する損失に備え

るため、投資先の財政状

態及び回収可能性を勘案

し、必要額を計上してい

ます。

② 投資損失引当金

同左

② 投資損失引当金

同左

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に充て

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

上しています。

なお、数理計算上の差異

は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による

定額法により按分した額

を、発生の翌連結会計年

度から処理しています。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に充て

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

上しています。

なお、数理計算上の差異

は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による

定額法により按分した額

を、発生の翌連結会計年

度から処理しています。

また、過去勤務債務につ

いては、発生年度に一括

処理しています。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に充て

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計年度

末において発生している

と認められる額を計上し

ています。

なお、数理計算上の差異

は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による

定額法により按分した額

を、発生の翌連結会計年

度から処理しています。

また、過去勤務債務につ

いては、発生年度に一括

処理しています。

④ 飼料事故関連諸費用引

当金

飼料事故に関連する諸費

用の支出に備えるため、

その経過等の状況に基づ

き、費用発生見込額を計

上しています。

④ ―――――― ④ ――――――

⑤ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、

当連結会計年度における

支給見込額に基づき、当

中間連結会計期間に見合

う額を計上しています。 

なお、役員賞与は通期の

業績を基礎として算定し

ており、当中間連結会計

期間において合理的に見

積ることが困難なため費

用処理していません。

⑤ ―――――― ⑤ ――――――



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 重要なリース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってい

ます。

(5) 重要なリース取引の処理方

法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方

法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によって
います。

(6)  ―――――― (6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によって
います。

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段：為替予約取

引

ヘッジ対象：為替の変動
による損失の可能性があ
り、ヘッジ取引によりキ
ャッシュ・フローが固定
され、その変動が回避さ
れるもの

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段：為替予約取

引

ヘッジ対象：為替の変動
による損失の可能性があ
り、ヘッジ取引によりキ
ャッシュ・フローが固定
され、その変動が回避さ
れるもの

③ ヘッジ方針

当社の管理規定に基づ
き、ヘッジ対象に係る為
替変動リスクを一定の範
囲内でヘッジを行ってい
ます。

③ ヘッジ方針

当社の管理規定に基づ
き、ヘッジ対象に係る為
替変動リスクを一定の範
囲内でヘッジを行ってい
ます。

④ ヘッジの有効性評価の

方法

デリバティブ取引の実行
に当り、当社の管理規定
に基づきヘッジ手段とヘ
ッジ対象の相場変動の累
計を比較し、両者の変動
額を基礎にして判断して
います。

④ ヘッジの有効性評価の

方法

デリバティブ取引の実行
に当り、当社の管理規定
に基づきヘッジ手段とヘ
ッジ対象の相場変動の累
計を比較し、両者の変動
額を基礎にして判断して
います。

(7) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっ

ています。

(7) 消費税等の会計処理

同左

(7) 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲に含め

た現金及び現金同等物は、手許

現金及び要求払預金のほか、取

得日から３ヶ月以内に満期の到

来する定期性預金からなってい

ます。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲
同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲に含めた現

金及び現金同等物は、手許現金

及び要求払預金のほか、取得日

から３ヶ月以内に満期の到来す

る定期性預金からなっていま

す。



（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当中間連結会計期間から、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しています。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は「純資産の部」の合

計と同額です。

また、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結財務諸表の純資産の部に

ついては、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しています。
 

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当連結会計年度から、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しています。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は22,071百万円です。

また、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結財

務諸表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成

しています。

（役員賞与に関する会計基準）

当中間連結会計期間から、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号）を適用していま

す。なお、役員賞与は通期の業績を

基礎として算定しており、当中間連

結会計期間において合理的に見積る

ことが困難なため費用処理していま

せん。

――――――― （役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度から、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しています。こ

の結果、従来の方法に比べて、営業

利益、経常利益、税金等調整前当期

純利益が42百万円減少しています。

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しています。

（ストック・オプション等に関する

会計基準）

当中間連結会計期間から、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号）

及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しています。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

――――――― （ストック・オプション等に関する

会計基準）

当連結会計年度から、「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しています。

なお、損益に与える影響は軽微で

す。

――――――― （有形固定資産の減価償却の方法）

法人税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１日以

後に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しています。

この変更に伴う損益に与える影響は

軽微です。

―――――――



（追加情報） 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――――― （有形固定資産の減価償却の方法）

当中間連結会計期間より、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定資

産については、償却可能限度額まで

償却が終了した連結会計年度の翌連

結会計年度から５年間で均等償却す

る方法によっています。この変更に

伴い、前中間連結会計期間と同一の

方法によった場合と比べ、営業利益

が86百万円、経常利益及び税金等調

整前中間純利益が87百万円それぞれ

減少しています。

―――――――



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は次のとおりです。

建物及び 

構築物
13,329百万円

機械装置 

及び運搬具
23,728 〃

その他 2,388 〃

計 39,446 〃

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は次のとおりです。

建物及び 

構築物
13,610百万円

機械装置 

及び運搬具
23,313 〃

その他 2,398 〃

計 39,322 〃

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は次のとおりです。

建物及び 

構築物
13,309百万円

機械装置 

及び運搬具
22,859 〃

その他 2,358 〃

計 38,527 〃

 

※２ このうち担保に供されている

ものは次のとおりです。

(イ)工場財団抵当を設定してい

るもの

建物 2,057百万円

構築物 213 〃

機械及び 

装置
3,631 〃

土地 1,131 〃

計 7,034 〃

上記に対応する債務

短期借入金 4,700百万円

一年以内に
返済予定の
長期借入金

64 〃

長期借入金 280 〃

 

※２ このうち担保に供されている

ものは次のとおりです。

(イ)工場財団抵当を設定してい

るもの

建物 1,986百万円

構築物 154 〃

機械及び 

装置
3,095 〃

土地 1,045 〃

計 6,281 〃

上記に対応する債務

短期借入金 4,700百万円

一年以内に
返済予定の
長期借入金

64 〃

長期借入金 216 〃

 

※２ このうち担保に供されている

ものは次のとおりです。

(イ)工場財団抵当を設定してい

るもの

建物 2,036百万円

構築物 164 〃

機械及び 

装置
3,379 〃

土地 1,045 〃

計 6,626 〃

上記に対応する債務

短期借入金 4,700百万円

一年以内に
返済予定の
長期借入金

64 〃

長期借入金 248 〃

(ロ)その他の担保

建物 1,332百万円

土地 889 〃

工具器具

備品
5 〃

計 2,227 〃

(ロ)その他の担保

建物 1,252百万円

土地 889 〃

工具器具

備品
4 〃

計 2,146 〃

(ロ)その他の担保

建物 1,278百万円

土地 889 〃

工具器具

備品
5 〃

計 2,173 〃

上記に対応する債務

一年以内に
返済予定の
長期借入金

443 〃

長期借入金 1,064 〃

上記に対応する債務

一年以内に
返済予定の
長期借入金

295 〃

長期借入金 965 〃

上記に対応する債務

一年以内に
返済予定の
長期借入金

363 〃

長期借入金 1,102 〃

 
 
 
 

 

 ３ 偶発債務

連結会社以外の会社の銀行借入

金等に対し債務保証を行ってい

ます。

道東飼料㈱ 926百万円

仙台飼料㈱ 560 〃

㈲スズランファーム 196 〃

宮崎サンフーズ㈱ 117 〃

㈱フレッシュキッチン他16件

866 〃

計 2,666 〃

 
 
 

 ３ 偶発債務

連結会社以外の会社の銀行借入

金等に対し債務保証を行ってい

ます。

仙台飼料㈱ 1,759百万円

道東飼料㈱ 879 〃

㈲スズランファーム 166 〃

㈱フレッシュキッチン

123 〃

宮崎サンフーズ㈱他14件

715 〃

計 3,644 〃

 

 

 

 ３ 偶発債務

連結会社以外の会社の銀行借入

金等に対し債務保証を行ってい

ます。

仙台飼料㈱ 1,540百万円

道東飼料㈱ 872 〃

㈲スズランファーム 181 〃

宮崎サンフーズ㈱ 114 〃

㈱フレッシュキッチン他14件

751 〃

計 3,459 〃



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 ４ 売掛債権及び

手形信託譲渡高

1,205百万円

(上記のうち遡及義務)

313百万円

 ４ 売掛債権及び

手形信託譲渡高

1,609百万円

(上記のうち遡及義務)

248百万円

 ４ 売掛債権及び

手形信託譲渡高

2,397百万円

(上記のうち遡及義務)

691百万円

 

※５ コミットメントライン契約

効率的な資金調達を行うため

に取引金融機関４行との間

で、コミットメントライン契

約を締結しています。この契

約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次の

とおりです。

コミットメント

ラインの総額
5,000百万円

借入実行残高 500 〃

借入未実行残高 4,500 〃
 

※５ コミットメントライン契約

効率的な資金調達を行うため

に取引金融機関４行との間

で、コミットメントライン契

約を締結しています。この契

約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次の

とおりです。

コミットメント

ラインの総額
3,000百万円

借入実行残高 3,000 〃

借入未実行残高 － 〃
  

※５ コミットメントライン契約

効率的な資金調達を行うため

に取引金融機関４行との間

で、コミットメントライン契

約を締結しています。この契

約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとお

りです。

コミットメント

ラインの総額
5,000百万円

借入実行残高 500 〃

借入未実行残高 4,500 〃

※６ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ています。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であった 

ため、次の中間連結会計期間

末日満期手形が、中間連結会

計期間末残高に含まれていま

す。
      受取手形     401百万円

※６ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ています。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であった 

ため、次の中間連結会計期間

末日満期手形が、中間連結会

計期間末残高に含まれていま

す。
      受取手形   417百万円

※６ 連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してい

ます。なお、当連結会計年度

末が金融機関の休日であった

ため、連結会計年度末日満期

手形が受取手形に473百万円

含まれています。



(中間連結損益計算書関係) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりです。

販売奨励金 253百万円

配合飼料価 
格安定基金

453 〃

運送費 1,873 〃

従業員給料 
手当

1,212 〃

従業員賞与 364 〃

退職給付 
費用

78 〃

減価償却費 152 〃

貸倒引当金 
繰入額

30 〃

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりです。

販売奨励金 241百万円

配合飼料価
格安定基金

879 〃

運送費 1,915 〃

従業員給料
手当

1,167 〃

従業員賞与 393 〃

退職給付
費用

100 〃

減価償却費 158 〃

貸倒引当金
繰入額

8 〃
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりです。

販売奨励金 514百万円

配合飼料価 
格安定基金

931 〃

運送費 3,847 〃

従業員給料 
手当

2,359 〃

従業員賞与 928 〃

退職給付
費用

160 〃

減価償却費 318 〃

貸倒引当金 
繰入額

181 〃

※２ 固定資産売却益

車両及び運搬具売却益 0百万

円です。

※２ 固定資産売却益

土地売却益 33百万円、建物

売却益 7百万円等です。

※２ 固定資産売却益

土地売却益 97百万円、建物

売却益 6百万円等です。

※３  ――――――――― ※３ 投資有価証券売却益

上場株式等を売却したことに

よる売却益です。

※３  ――――――――

※４  ――――――――― ※４ 貸倒引当金戻入益

取引先等への債権に対する貸

倒引当金の戻入益です。 

※４  ――――――――

※５  ――――――――― ※５  ――――――――― ※５ 保険金収入

水島工場における前期飼料事

故に係る保険金収入です。



次へ 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※６ 固定資産売除却損

内訳は次のとおりです。

固定資産売却損

土地 7百万円

機械及び 
装置

0 〃

車輌及び 
運搬具

0 〃

計 8 〃

 

※６ 固定資産売除却損

内訳は次のとおりです。

固定資産売却損

機械及び
装置

0百万円

車輌及び
運搬具

0 〃

工具器具
及び備品

0 〃

計 0 〃

 

※６ 固定資産売除却損

内訳は次のとおりです。

固定資産売却損

土地 7百万円

機械及び
装置

3 〃

車輌及び
運搬具

0 〃

生物 0 〃

無形固定資産 0 〃

計 12 〃

 

固定資産除却損

建物 2百万円

機械及び 
装置

13 〃

車輌及び 
運搬具

0 〃

工具器具 
及び備品

11 〃

計 28 〃

 

固定資産除却損

建物 4百万円

構築物 1 〃

機械及び
装置

2 〃

車両及び
運搬具

0 〃

工具器具
及び備品

1 〃

計 10 〃
 

固定資産除却損

建物 13百万円

構築物 1 〃

機械及び
装置

42 〃

車輌及び
運搬具

0 〃

工具器具
及び備品

21 〃

計 80 〃

※７   ―――――――

 

※７ 減損損失

当社グループは以下の資産に

ついて減損損失を計上してい

ます。

用途 場所 種類
金額

（百万円）

遊休不 
動産等

千葉県 
山武市

土地 129

山口県 
山陽小野 
田市

土地 57

鹿児島県 
大口市

土地 43

その他 土地他 54

合計 ― ― 286

当社グループは事業用資産に関して

地域別にグルーピングを行ってお

り、また遊休資産については各資産

をグルーピングの 小単位としてい

ます。新たに遊休資産としてグルー

ピングしたものについて帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少

額（286百万円）を減損損失に計上

しています。なお、回収可能価額は

正味売却価額を使用し、相続税評価

額等により評価しています。

 

※７ 減損損失

当社グループは以下の資産に

ついて減損損失を計上してい

ます。

用途 場所 種類
金額

（百万円）

飼料製 
造設備

宮城県 
塩釜市

建物 81

構築物 78

機械 164

工具器 
具備品

0

合計 ― ― 323

当社グループは事業用資産に関して

地域別にグルーピングを行っていま

す。 

仙台飼料㈱への製造委託に伴い、処

分の意思決定を行った上記資産につ

いては備忘価額まで減損し、当該減

少額（323百万円）を減損損失に計

上しています。

※８   ――――――― ※８ 工場閉鎖関連費用

塩釜工場の畜産工場閉鎖に伴

う不要設備解体工事費用で

す。

※８   ――――――――



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりです。 

 市場からの買付による増加 2,000,000株 

     単元未満株式の買取りによる増加 2,468株 

減少数の内訳は、次のとおりです。 

 ストック・オプションの権利行使による減少 100,000株 

     単元未満株式の売却による減少 700株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 129,309,932 ─ ─ 129,309,932

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 6,077,340 2,002,468 100,700 7,979,108

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 801 6.5 平成18年３月31日 平成18年６月26日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりです。 

     単元未満株式の買取りによる増加 3,763株 

減少数の内訳は、次のとおりです。 

 ストック・オプションの権利行使による減少 154,000株 

     単元未満株式の売却による減少 400株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 
  

 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

   該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 129,309,932 ― ― 129,309,932

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 7,895,158 3,763 154,400 7,744,521

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末

残高 
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― 4

合計 ― 4

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月14日 
取締役会

普通株式 789 6.5 平成19年３月31日 平成19年６月８日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

（変動事由の概要）  

増加数の内訳は、次のとおりです。 

 市場からの買付による増加 2,000,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加 5,418株 

減少数の内訳は、次のとおりです。 

 ストック・オプションの権利行使による減少 186,000株 

 単元未満株式の売却による減少 1,600株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 129,309,932 ― ― 129,309,932

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,077,340 2,005,418 187,600 7,895,158

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― 1

合計 ― 1

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 801 6.5 平成18年３月31日 平成18年６月26日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 789 6.5 平成19年３月31日 平成19年６月８日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び現金同等物の中間期

末残高は、現金及び預金勘定

の金額と一致しています。

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

同左

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残

高は、現金及び預金勘定の金

額と一致しています。



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

  

(前中間連結会計期間末)(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(リース契約１件

当りのリース料総額が３百万円未満

のリース取引を除く)

①リース料総額の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

機械装置 
及び運搬具 
(百万円)

その他 
(工具器具 

備品) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

1,155 937 2,092

減価償却 
累計額 
相当額

363 438 801

中間期末 
残高 
相当額

791 499 1,291

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(リース契約１件

当りのリース料総額が３百万円未満

のリース取引を除く)

①リース料総額の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

機械装置 
及び運搬具 
(百万円)

その他 
(工具器具 

備品) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

1,517 901 2,418

減価償却 
累計額 
相当額

516 439 955

中間期末 
残高 
相当額

1,001 462 1,463

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(リース契約１件

当りのリース料総額が３百万円未満

のリース取引を除く)

①リース料総額の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

機械装置 
及び運搬具 
(百万円)

その他 
(工具器具 

備品) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

1,250 981 2,232

減価償却 
累計額 
相当額

441 506 948

期末残高 
相当額

808 474 1,283

なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込法」により算

定しています。

なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込法」により算

定しています。

なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込法」により算定してい

ます。

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 291百万円

１年超 1,000 〃

計 1,291 〃

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 318百万円

１年超 1,144 〃

計 1,463 〃

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 293百万円

１年超 990 〃

計 1,283 〃

なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、「支払

利子込法」により算定しています。

なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、「支払

利子込法」により算定しています。

なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込法」に

より算定しています。

③支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 143百万円

減価償却費 

相当額
143 〃

③支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 170百万円

減価償却費 

相当額
170 〃

③支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 296百万円

減価償却費 

相当額
296 〃

④減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

ます。

④減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

ます。

④減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

ます。

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 882 3,189 2,306

債券 ― ― ―



 
  

２ 時価のないその他有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 
  

(当中間連結会計期間末)(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価のないその他有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 
  

その他 ― ― ―

合計 882 3,189 2,306

非上場株式 467百万円

関連会社株式 3,580百万円

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 564 1,306 741

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 564 1,306 741

非上場株式 473百万円

関連会社株式 4,034百万円



前へ 

(前連結会計年度末)(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価のないその他有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

 
  

(デリバティブ取引関係) 
  

(前中間連結会計期間末)(平成18年９月30日) 

 
１．為替予約取引は、為替変動リスクをヘッジするためのものでありますが、有効性の判定を行った結果、有効性がないと評価

されたため、注記の対象としています。 

２．時価の算定は、金融機関から提示された価格によっており、この価格が実際に将来受払いされる金額をあらわすものではあ

りません。 

  

(当中間連結会計期間末)(平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(前連結会計年度末)(平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 884 3,238 2,354

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 884 3,238 2,354

非上場株式 473百万円

関連会社株式 3,670百万円

区分 種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益 
（百万円）

市場取引以外の取引 為替予約取引 1,768 △127 △127

合 計 1,768 △127 △127



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

株式報酬費用（販売費及び一般管理費）   3百万円 

  

２．ストック・オプションの内容 

 
（注）新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社の

取締役または従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任及び従業員の

定年退職や就業規則に定める会社都合により退職した場合、その他取締役会が特別にその後の新株予約

権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。 

その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

新株予約権割当契約に定めるところによる。 

  

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日
平成19年7月23日

（取締役会承認日）
平成19年7月23日 

（取締役会承認日）

付与対象者の区分及び人数 当社従業員  60名 当社取締役    5名

株式の種類及び付与数 普通株式 218,000株 普通株式  63,000株

付与日 平成19年8月7日 平成19年8月7日

権利確定条件 （注） （注）

対象勤務期間
平成19年8月7日～
 平成21年6月30日

平成19年8月7日～ 
 平成21年8月7日

権利行使期間
平成21年7月1日～
 平成24年6月30日

平成21年8月8日～ 
 平成24年6月30日

権利行使価格（円） 357 357

付与日における公正な評価単価（円） 40 40



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

株式報酬費用（販売費及び一般管理費）   1百万円 

  

２．ストック・オプションの内容 

 
  

 
（注）新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社の

取締役または従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任及び従業員の

定年退職や就業規則に定める会社都合により退職した場合、その他取締役会が特別にその後の新株予約

権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。 

その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

新株予約権割当契約に定めるところによる。 

  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
平成14年6月26日

（株主総会承認日）
平成15年6月26日

（株主総会承認日）
平成16年6月25日 

（株主総会承認日）

付与対象者の区分及び人数
当社取締役  5名
当社従業員   73名

当社取締役  4名
当社従業員   73名

当社取締役   4名
当社従業員   74名

株式の種類及び付与数 普通株式 307,000株 普通株式 294,000株 普通株式 289,000株

付与日 平成14年7月31日 平成15年7月31日 平成16年7月30日

権利確定条件 （注） （注） （注）

対象勤務期間
平成14年7月31日～
 平成16年6月30日

平成15年7月31日～
 平成17年6月30日

平成16年7月30日～
 平成18年6月30日

権利行使期間
平成16年7月1日～
 平成19年6月30日

平成17年7月1日～
 平成20年6月30日

平成18年7月1日～ 
 平成21年6月30日

権利行使価格（円） 181 218 220

付与日における公正な評価単価（円） － － －

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
平成17年6月24日

（株主総会承認日）
平成18年6月23日

（株主総会承認日）
平成18年12月25日 
（取締役会承認日）

付与対象者の区分及び人数
当社取締役  5名
当社従業員   69名

当社従業員  58名 当社取締役    5名

株式の種類及び付与数 普通株式 286,000株 普通株式 182,000株 普通株式  63,000株

付与日 平成17年7月29日 平成19年1月9日 平成19年1月9日

権利確定条件 （注） （注） （注）

対象勤務期間
平成17年7月29日～
 平成19年6月30日

平成19年1月9日～
 平成20年6月30日

平成19年1月9日～ 
 平成21年1月9日

権利行使期間
平成19年7月1日～
 平成22年6月30日

平成20年7月1日～
 平成23年6月30日

平成21年1月10日～
 平成23年6月30日

権利行使価格（円） 298 325 325

付与日における公正な評価単価（円） － 41 41



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

飼料事業 
(百万円)

食品事業
(百万円)

ライフテッ
ク事業 
(百万円)

その他
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

44,072 7,628 5,256 582 57,541 ― 57,541

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

721 16 593 117 1,449 (1,449) ―

計 44,794 7,645 5,850 699 58,990 (1,449) 57,541

営業費用 43,523 7,152 5,580 682 56,938 (744) 56,193

営業利益 1,271 492 270 17 2,052 (704) 1,347

飼料事業 
(百万円)

食品事業
(百万円)

ライフテック
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

55,077 7,490 5,911 68,478 ― 68,478

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

949 12 793 1,754 (1,754) ―

計 56,026 7,502 6,704 70,233 (1,754) 68,478

営業費用 54,291 7,079 6,346 67,717 (1,021) 66,696

営業利益 1,734 423 357 2,515 (733) 1,781

飼料事業 
(百万円)

食品事業
(百万円)

ライフテッ
ク事業 
(百万円)

その他
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

95,472 14,754 11,127 871 122,226 ― 122,226

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,566 31 1,308 235 3,141 (3,141) ―

計 97,039 14,786 12,436 1,106 125,368 (3,141) 122,226

営業費用 94,387 13,877 11,850 1,083 121,199 (1,763) 119,435

営業利益 2,652 908 585 23 4,169 (1,378) 2,790



(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類・性質及び市場の類似性を考慮して区分しています。 

２ 各事業の主な製品及び事業内容 

（前中間連結会計期間、前連結会計年度） 

(1) 飼料事業…………………鶏用飼料、豚用飼料、牛用飼料、魚用飼料 

(2) 食品事業…………………ヨード卵、ヨード卵関連商品、鶏卵 

(3) ライフテック事業………ペットフード、馬用飼料、実験動物および実験動物用飼料、バイオ関連商品 

(4) その他事業………………建築請負 
  
（当中間連結会計期間） 

(1) 飼料事業…………………鶏用飼料、豚用飼料、牛用飼料、魚用飼料 

(2) 食品事業…………………ヨード卵、ヨード卵関連商品、鶏卵 

(3) ライフテック事業………ペットフード、馬用飼料、実験動物および実験動物用飼料、バイオ関連商品 

  

３ 会計処理基準等の変更 

(前中間連結会計期間) 

記載すべき事項はありません。 

(当中間連結会計期間) 

子会社事業のセグメント区分の変更 

連結子会社の事業の見直しを行った結果、日本エンテム建設㈱については、従来「その他事業」に含めて

いましたが、飼料事業に関連する建築請負等が主要な事業となっているため、当中間連結会計期間より「飼

料事業」に含めています。これに伴い、従来と比較して、当中間連結会計期間の売上高は、飼料事業が259百

万円増加し、その他事業は同額減少しています。また、営業利益は飼料事業が26百万円減少し、その他事業

は同額増加しています。 

なお、「その他事業」は重要性が乏しくなったため、消去又は全社に含めて表示しています。 

(前連結会計年度) 

関連会社事業のセグメント区分の変更 

関連会社の事業の見直しを行った結果、ときめきファーム㈱、㈱フレッシュキッチン、フードリンク㈱に

ついては、従来「食品事業」に含めていましたが、飼料販売のための食肉事業が主要な事業となっているた

め、組織を見直した結果、当連結会計年度から「飼料事業」に含めています。 
  

役員賞与に関する会計基準 

当連結会計年度から、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第4号）を適用しています。これに伴い、従来と比較して、「消去又は全社」の営業費用は42百万円増

加し、営業利益が同額減少しています。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が無いため、記載していません。 

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が無いため、記載していません。 

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が無いため、記載していません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しました。 

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しました。 

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しました。 
  



(１株当たり情報) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 
１株当たり純資産額 173円93銭

 
１株当たり純資産額 180円94銭

 
１株当たり純資産額 181円79銭

 
１株当たり中間純利益 5円60銭

 
１株当たり中間純利益 13円54銭

 
１株当たり当期純利益 13円14銭

 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益
5円59銭

 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益
13円53銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
13円11銭

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額

中間連結貸借対照表の純資産の

部の合計額

21,102百万円

普通株式に係る純資産額

21,102百万円

差額の主な内訳

該当事項はありません。

普通株式の発行済株式数

129,309,932株

普通株式の自己株式数

7,979,108株

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数

121,330,824株

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額

中間連結貸借対照表の純資産の

部の合計額

22,001百万円

普通株式に係る純資産額

21,996百万円

差額の主な内訳

   新株予約権 4百万円

普通株式の発行済株式数

129,309,932株

普通株式の自己株式数

7,744,521株

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数

121,565,411株

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の

合計額

22,072百万円

普通株式に係る純資産額

22,071百万円

差額の主な内訳

   新株予約権 1百万円

普通株式の発行済株式数

129,309,932株

普通株式の自己株式数

7,895,158株

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数

121,414,774株

２ １株当たり中間純利益及び潜在

株式調整後１株当たり中間純利

益

中間連結損益計算書上の中間純

利益

686百万円

普通株式に係る中間純利益

686百万円

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

122,488,834株

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益の算定に用いられた中間純

利益調整額の主要な内訳

該当事項はありません。

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳

新株予約権     270,651株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間純利

益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

  該当事項はありません。

２ １株当たり中間純利益及び潜在

株式調整後１株当たり中間純利

益

中間連結損益計算書上の中間純

利益

1,644百万円

普通株式に係る中間純利益

1,644百万円

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

121,501,108株

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益の算定に用いられた中間純

利益調整額の主要な内訳

該当事項はありません。

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳

新株予約権      95,960株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間純利

益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

  新株予約権４種類

  （新株予約権の数 526個）

２ １株当たり当期純利益及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利

益

連結損益計算書上の当期純利益  

1,602百万円

普通株式に係る当期純利益

1,602百万円

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

121,968,895株

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定に用いられた当期純

利益調整額の主要な内訳

該当事項はありません。

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳

新株予約権     229,332株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり当期純利

益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

  該当事項はありません。



 
    

(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社は平成18年12月25日の取締役会において、以下の内容で新株予約権を発行する旨決議しました。な

お、この記載内容は、会社法第240条第４項及び会社法施行規則第53条第４号の規定に基づくものでもあ

ります。 

イ） 取締役向け 

1. 募集新株予約権の名称   日本農産工業株式会社第５回新株予約権 

2. 募集新株予約権の総数   63個 

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約

権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総

数とする。 

3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式63,000株 

募集新株予約権1個当たりの株式の種類及び数（以下、「付与株式数」という。）は普通株式1,000株

とする。 

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。

以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により

調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。当該調整後付与株式数

を適用する日については、5.(2)①の規定を準用する。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合

理的な範囲で付与株式数を調整する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な

事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」とい

う。）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができ

ない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。 

4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交

付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を

乗じた金額とする。 

行使価額は、下記11.の定める募集新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属す

る月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げ）、

または割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い

金額とする。 

5. 行使価額の調整 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

これらの詳細については、第４提出

会社の状況１株式等の状況(2)新株予

約権等の状況に記載のとおりです。

これらの詳細については、第４提出

会社の状況１株式等の状況(2)新株予

約権等の状況に記載のとおりです。

これらの詳細については、第４提出

会社の状況１株式等の状況(8)ストッ

クオプション制度の内容に記載のと

おりです。



(1) 割当日後、当社普通株式につき、次の①または②の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次に定

める算式（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

は、これを切り上げるものとする。 

①株式分割または株式併合を行う場合。 

 
②時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単

元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する

等の法律」（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式

に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使による場合を除く） 

 
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」（以

下、「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除

く。）とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入す

る。 

ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、株主割当日がある場合はその日、その他の場合

は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として

保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。 

ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自

己株式数」に読み替えるものとする。 

(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。 

①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日

の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減

少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株

式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合

は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを

適用する。 

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終

結の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることが

できる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当

社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる

ものとする。 

 
②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日の翌日 

以降（株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降）、これを適用する。 

(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会

社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額＝
調 整 前

×
時  価

行使価額
既発行株式数＋新規発行株式数

 

新規発行株式数 ＝
（調整前行使価額 － 調整後行使価額） × 分割前行使株式数

調整後行使価額



ときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとす

る。 

(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知また

は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、

以後速やかに通知または公告するものとする。 

6. 募集新株予約権を行使することができる期間 

平成21年1月10日から平成23年6月30日まで 

7. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記

載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

8. 募集新株予約権の譲渡制限 

募集新株予約権譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

9. 募集新株予約権を行使した際に生ずる一株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、

これを切り捨てるものとする。 

10. 募集新株予約権の払込金額の算定方法 

次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当た

りのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。 

 

ここで、 

 

(1) 1株当たりのオプション価格（Ｃ） 

(2) 株価（Ｓ）：平成19年1月9日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（終値がな

い場合は、翌取引日の基準値段） 

(3) 行使価格（Ｘ）：第4項に定める算式により決定した価格 

(4) 予想残存期間（Ｔ）：3.25年 

(5) 株価変動性（σ）：3.25年間（平成15年10月11日から平成19年1月9日まで）の各週の 終取引日に

おける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 

(6) 無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 

(7) 配当利回り（ｑ）：1株当たりの配当金（平成18年3月期の実績配当金）÷上記(2)に定める株価 



 
11. 募集新株予約権を割り当てる日 

平成19年1月9日 

12. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 

払込みの期日は平成19年1月9日とする。 

13. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事

項を記入し、記名捺印のうえ、これを下記14．に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 前(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額（以下、「払込金」という。）を、

現金にて下記15．に定める払込取扱場所の当社の指定する口座（以下、「指定口座」という。）に

当社の指定する日時までに振り込むものとする。 

14. 募集新株予約権の払込金額の払込取扱場所及び行使請求受付場所 

当社総務人事部（またはその時々における当該業務担当部署） 

15. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

株式会社横浜銀行 本店（またはその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支

店） 

16. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等 

(1) 募集新株予約権の行使の効力は、上記13.に定める新株予約権行使請求書に記載された日に生じる

ものとする。ただし、行使請求受付場所において受領された新株予約権行使請求書を払込取扱場所

が受領し、かつ、上記13．(2)に定める払込金が指定口座に入金されたときが、新株予約権行使請

求書に記載された日より遅れる場合には、新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ、

払込金が指定口座に入金されたときに生ずるものとする。 

(2) 当社は、行使手続終了後速やかに株券を交付する。ただし、単元未満株式にかかる株券を交付しな

い。 

17. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び募集新株予約権の趣旨

に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更でき

るものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

18. 発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の

閲覧に供するものとする。 

19. その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。 

  

ロ） 従業員向け 

1. 募集新株予約権の名称   日本農産工業株式会社第６回新株予約権 

2. 募集新株予約権の総数   182個 

上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予

約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の

総数とする。 

(8) 標準正規分布の累積分布関数（  ）



3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式182,000株 

募集新株予約権1個当たりの株式の種類及び数（以下、「付与株式数」という。）は普通株式1,000株

とする。 

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。

以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により

調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。当該調整後付与株式数

を適用する日については、5.(2)①の規定を準用する。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合

理的な範囲で付与株式数を調整する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な

事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」とい

う。）に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができ

ない場合には、以後速やかに公告または通知するものとする。 

4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交

付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を

乗じた金額とする。 

行使価額は、下記11.の定める募集新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属す

る月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げ

る。）または割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれ

か高い金額とする。 

5. 行使価額の調整 

(1) 割当日後、当社普通株式につき、次の①または②の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次に定

める算式（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

は、これを切り上げるものとする。 

①株式分割または株式併合を行う場合。 

 
②時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単

元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する

等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に

転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使による場合を除く。） 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額＝
調 整 前

×
時  価

行使価額
既発行株式数＋新規発行株式数

 



ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」（以

下、「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除

く。）とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入す

る。 

ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、株主割当日がある場合はその日、その他の場合

は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として

保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。 

ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自

己株式数」に読み替えるものとする。 

(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。 

①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日

の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減

少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株

式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合

は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを

適用する。 

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終

結の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることが

できる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当

社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる

ものとする。 

 
②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日の翌日以

降、（株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降）、これを適用する。 

(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会

社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するもの

とする。 

(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に公告また

は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、

以後速やかに公告または通知するものとする。 

6. 募集新株予約権を行使することができる期間 

平成20年7月１日から平成23年6月30日まで 

7. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記

載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

新規発行株式数 ＝
（調整前行使価額 － 調整後行使価額） × 分割前行使株式数

調整後行使価額



8. 募集新株予約権の譲渡制限 

募集新株予約権譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

9. 募集新株予約権を行使した際に生ずる一株に満たない端数の取決め 

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、

これを切り捨てるものとする。 

10. 募集新株予約権の払込金額 

募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。 

11. 募集新株予約権を割り当てる日 

平成19年1月9日 

12. 募集新株予約権の行使請求及び払込の方法 

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事

項を記入し、記名捺印のうえ、これを下記．13に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 前(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、募集新株予約権を行使することにより交付受

けることができる当社普通株式の行使価額の全額（以下、「払込金」という。）を、現金にて下

記．14に定める払込取扱場所の当社の指定する口座（以下、「指定口座」という。）に当社の指定

する日時までに振り込むものとする。 

13. 募集新株予約権の払込金額の払込取扱場所及び行使請求受付場所 

当社総務人事部（またはその時々における当該業務担当部署） 

14. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

株式会社横浜銀行 本店（またはその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支

店） 

15. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等 

(1) 募集新株予約権の行使の効力は、上記.12に定める新株予約権行使請求書に記載された日に生じる

ものとする。ただし、行使請求受付場所において受領された新株予約権行使請求書を払込取扱場所

が受領し、かつ上記．12(2)に定める払込金が指定口座に入金されたときが、新株予約権行使請求

書に記載された日より遅れる場合には、新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ払込

金が指定口座に入金されたときに生ずるものとする。 

(2) 当社は、行使手続終了後速やかに株券を交付する。ただし、単元未満株式にかかる株券を交付しな

い。 

16. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び募集新株予約権の趣旨

に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更でき

るものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

17. 発行要項の公示 

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の

閲覧に供するものとする。 

18. その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。 

  



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（親会社の異動と特別利益の発生） 

平成19年５月18日、三菱商事株式会社による当社株式の公開買付が発表され、当社は、同日開催の

取締役会で本公開買付について賛同の意を表明しました。 

この公開買付が成立し、三菱商事株式会社の所有する議決権比率が50％を超えましたので、同社が

新たに親会社となりました。 

また、親会社の異動に伴い、会社法第135条第３項の規定に従い、当社が所有する三菱商事株式会

社の普通株式482,952株を相当の時期に処分することとなります。この場合、東京証券取引所市場第

一部における平成19年５月の終値平均2,730円ですべて処分できたとすると、特別利益として約11億

円の投資有価証券売却益を計上することとなります。 

  
  

(2) 【その他】 

特記する事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  1 現金及び預金 336 406 415

  2 受取手形 ※６ 3,051 3,959 3,316

  3 売掛金 15,541 18,991 18,171

  4 たな卸資産 4,396 6,922 5,282

  5 繰延税金資産 306 270 411

  6 短期貸付金 3,153 2,610 3,178

  7 その他 2,064 2,650 2,273

   貸倒引当金 △99 △33 △117

   流動資産合計 28,749 57.9 35,776 66.4 32,930 61.9

Ⅱ 固定資産

  1 有形固定資産
※１ 
※２

   (1)建物 3,268 3,031 3,124

   (2)機械及び装置 4,092 3,468 3,813

   (3)土地 2,365 2,063 2,314

   (4)その他 744 485 532

   有形固定資産 
   合計

10,471 9,049 9,784

  2 無形固定資産 581 566 594

  3 投資その他の 
   資産

   (1)投資有価証券 7,279 5,686 7,331

   (2)長期貸付金 1,879 1,791 1,769

   (3)その他 1,020 1,404 1,188

    貸倒引当金 △222 △246 △250

    投資損失引当金 △128 △128 △128

   投資その他の 
   資産合計

9,828 8,507 9,910

   固定資産合計 20,881 42.1 18,124 33.6 20,289 38.1

   資産合計 49,631 100.0 53,900 100.0 53,220 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  1 買掛金 13,526 18,155 16,617

  2 短期借入金
※２ 
※５

7,060 6,967 6,497

  3 未払法人税等 74 1,084 539

  4 飼料事故関連 
   諸費用引当金

113 － －

  5 その他 4,723 5,133 5,372

   流動負債合計 25,498 51.4 31,341 58.2 29,026 54.5

Ⅱ 固定負債

  1 長期借入金 ※２ 5,616 4,162 4,961

  2 繰延税金負債 800 550 848

  3 退職給付引当金 127 － 42

   固定負債合計 6,544 13.2 4,713 8.7 5,852 11.0

   負債合計 32,042 64.6 36,054 66.9 34,878 65.5



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

  1 資本金 7,411 14.9 7,411 13.8 7,411 13.9

  2 資本剰余金

   (1)資本準備金 2,731 2,731 2,731

   (2)その他資本 
    剰余金

34 36 34

   資本剰余金合計 2,765 5.6 2,767 5.1 2,766 5.2

  3 利益剰余金

   (1)利益準備金 1,852 1,852 1,852

   (2)その他利益 
    剰余金

    固定資産圧縮 
    積立金

890 790 827

    特別償却準備金 55 43 49

    別途積立金 2,270 2,270 2,270

    繰越利益剰余金 2,678 3,922 3,454

   利益剰余金合計 7,746 15.6 8,879 16.5 8,453 15.9

  4 自己株式 △1,710 △3.4 △1,661 △3.1 △1,693 △3.2

   株主資本合計 16,213 32.7 17,397 32.3 16,938 31.8

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

1,374 2.7 443 0.8 1,402 2.7

   評価・換算差額等 
   合計

1,374 2.7 443 0.8 1,402 2.7

Ⅲ 新株予約権 － － 4 0.0 1 0.0

   純資産合計 17,588 35.4 17,845 33.1 18,341 34.5

   負債純資産合計 49,631 100.0 53,900 100.0 53,220 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 48,320 100.0 59,058 100.0 103,996 100.0

Ⅱ 売上原価 42,861 88.7 52,702 89.2 92,665 89.1

   売上総利益 5,459 11.3 6,356 10.8 11,331 10.9

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

4,487 9.3 4,998 8.5 9,312 9.0

   営業利益 971 2.0 1,357 2.3 2,018 1.9

Ⅳ 営業外収益

  1 受取利息 46 49 97

  2 受取配当金 144 108 204

  3 その他 141 333 0.7 98 256 0.5 251 553 0.5

Ⅴ 営業外費用

  1 支払利息 82 113 190

  2 その他 96 178 0.4 50 163 0.3 197 388 0.3

   経常利益 1,126 2.3 1,450 2.5 2,182 2.1

Ⅵ 特別利益

  1 固定資産売却益 ※１ ― 40 103

  2 貸倒引当金 
   戻入益

※２ ― 86 ―

  3 投資有価証券 
   売却益

※３ ― 1,490 ―

  4 保険金収入 ※４ ― ― ― ― 1,617 2.7 324 427 0.4

Ⅶ 特別損失

  1 固定資産 
   売除却損

※５ 14 8 38

  2 減損損失 ※６ ― 286 323

  3 工場閉鎖 
   関連費用

※７ ― 14 0.0 43 337 0.6 ― 362 0.3

   税引前中間 
   (当期)純利益

1,111 2.3 2,730 4.6 2,248 2.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

11 1,023 516

   法人税等調整額 414 426 0.9 493 1,516 2.5 340 856 0.8

   中間(当期) 
   純利益

685 1.4 1,214 2.1 1,392 1.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 7,411 2,731 31 2,763

中間会計期間中の変動額

 自己株式の処分 2 2

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 2 2

平成18年９月30日残高(百万円) 7,411 2,731 34 2,765

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産  
圧縮積立金

特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,852 1,019 74 2,270 2,645 7,862

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △801 △801

 中間純利益 685 685

 固定資産圧縮積立金の取崩 △129 129 ─

 特別償却準備金の取崩 △19 19 ─

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ △129 △19 ─ 32 △115

平成18年９月30日残高(百万円) 1,852 890 55 2,270 2,678 7,746

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △1,053 16,983 1,642 1,642 18,625

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △801 △801

 中間純利益 685 685

 自己株式の取得 △676 △676 △676

 自己株式の処分 19 21 21

 固定資産圧縮積立金の取崩 ─ ─

 特別償却準備金の取崩 ─ ─

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△267 △267 △267

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△657 △770 △267 △267 △1,037

平成18年９月30日残高(百万円) △1,710 16,213 1,374 1,374 17,588



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 7,411 2,731 34 2,766

中間会計期間中の変動額

 自己株式の処分 1 1

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 1 1

平成19年９月30日残高(百万円) 7,411 2,731 36 2,767

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
固定資産  

圧縮積立金
特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 1,852 827 49 2,270 3,454 8,453

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △789 △789

 中間純利益 1,214 1,214

 固定資産圧縮積立金の取崩 △36 36 ―

 特別償却準備金の取崩 △6 6 ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △36 △6 ― 467 425

平成19年９月30日残高(百万円) 1,852 790 43 2,270 3,922 8,879

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) △1,693 16,938 1,402 1,402 1 18,341

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △789 △789

 中間純利益 1,214 1,214

 自己株式の取得 △1 △1 △1

 自己株式の処分 33 34 34

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

 特別償却準備金の取崩 ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△958 △958 3 △955

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

31 459 △958 △958 3 △496

平成19年９月30日残高(百万円) △1,661 17,397 443 443 4 17,845



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 7,411 2,731 31 2,763

事業年度中の変動額

 自己株式の処分 2 2

事業年度中の変動額合計(百万円) ─ ─ 2 2

平成19年３月31日残高(百万円) 7,411 2,731 34 2,766

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
固定資産  

圧縮積立金
特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,852 1,019 74 2,270 2,645 7,862

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △801 △801

 当期純利益 1,392 1,392

 固定資産圧縮積立金の取崩 △192 192 ─

 特別償却準備金の取崩 △25 25 ─

事業年度中の変動額合計(百万円) ─ △192 △25 ─ 808 591

平成19年３月31日残高(百万円) 1,852 827 49 2,270 3,454 8,453

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △1,053 16,983 1,642 1,642 ─ 18,625

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △801 △801

 当期純利益 1,392 1,392

 自己株式の取得 △677 △677 △677

 自己株式の処分 37 40 40

 固定資産圧縮積立金の取崩 ─ ─

 特別償却準備金の取崩 ─ ─

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△239 △239 1 △238

事業年度中の変動額合計(百万円) △639 △45 △239 △239 1 △284

平成19年３月31日残高(百万円) △1,693 16,938 1,402 1,402 1 18,341



(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

ています)

時価のないもの

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定してい

ます)

時価のないもの

同左

(2) たな卸資産

① 商品

終仕入原価法

② 製品、原材料、

仕掛品、貯蔵品

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

① 商品

同左

② 製品、原材料、

仕掛品、貯蔵品

同左

(2) たな卸資産

① 商品

同左

② 製品、原材料、

仕掛品、貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

なお、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法を採用しています。

また、主な耐用年数は次のと

おりです。

建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び運搬具

        ４～10年

工具器具及び備品

        ２～15年

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ています。
 

３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 投資損失引当金

投資に対する損失に備えるた

め、投資先の財政状態及び回

収可能性を勘案し、必要額を

計上しています。

(2) 投資損失引当金

同左

(2) 投資損失引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間期末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しています。

なお、数理計算上の差異は、

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額を、発生の翌事業年度

から処理しています。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間期末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しています。

なお、数理計算上の差異は、

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額を、発生の翌事業年度

から処理しています。

また、過去勤務債務について

は、発生年度に一括処理して

います。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しています。

なお、数理計算上の差異は、

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額を発生の翌事業年度か

ら処理しています。

また、過去勤務債務について

は、発生年度に一括処理して

います。

(4) 飼料事故関連諸費用引当金

飼料事故に関連する諸費用の

支出に備えるため、その経過

等の状況に基づき、費用発生

見込額を計上しています。

(4)  ――――――― (4)  ―――――――

(5) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額に基づ

き、当中間会計期間に見合う

分を計上しています。 

なお、役員賞与は通期の業績

を基礎として算定しており、

当中間会計期間において合理

的に見積ることが困難なため

費用処理していません。

(5)  ――――――― (5)  ―――――――

４ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっていま

す。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっていま

す。

５   ――――――― ５ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっていま

す。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約取引

ヘッジ対象：為替の変動によ

る損失の可能性があり、ヘッ

ジ取引によりキャッシュ・フ

ローが固定され、その変動が

回避されるもの

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約取引

ヘッジ対象：為替の変動によ

る損失の可能性があり、ヘッ

ジ取引によりキャッシュ・フ

ローが固定され、その変動が

回避されるもの

(3) ヘッジ方針

当社の管理規定に基づき、ヘ

ッジ対象に係る為替変動リス

クを一定の範囲内でヘッジを

行っています。

(3) ヘッジ方針

当社の管理規定に基づき、ヘ

ッジ対象に係る為替変動リス

クを一定の範囲内でヘッジを

行っています。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

デリバティブ取引の実行に当

り、当社の管理規定に基づき

ヘッジ手段とヘッジ対象の相

場変動の累計を比較し、両者

の変動額を基礎にして判断し

ています。
 

(4) ヘッジの有効性評価の方法

デリバティブ取引の実行に当

り、当社の管理規定に基づき

ヘッジ手段とヘッジ対象の相

場変動の累計を比較し、両者

の変動額を基礎にして判断し

ています。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっていま

す。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理について

同左

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

 消費税等の会計処理について

同左



(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当中間会計期間から、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しています。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は「純資産の部」の合

計と同額です。

また、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間

財務諸表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により

作成しています。
 

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当事業年度から、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しています。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は18,340百万円です。

また、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表の

純資産の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成していま

す。

（役員賞与に関する会計基準）

当中間会計期間から、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しています。な

お、役員賞与は通期の業績を基礎と

して算定しており、当中間会計期間

において合理的に見積ることが困難

なため費用処理していません。

――――――― （役員賞与に関する会計基準）

当事業年度から、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しています。この結

果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益、税引前当期純利益が

42百万円減少しています。

（ストック・オプション等に関する

会計基準）

当中間会計期間から、「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しています。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

―――――――
 

（ストック・オプション等に関する

会計基準）

当事業年度から、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第８号）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会

終改正平成18年５月31日 企業会

計基準適用指針第11号）を適用して

います。

なお、損益に与える影響は軽微で

す。

――――――― （有形固定資産の減価償却の方法）

法人税法の改正に伴い、当中間会計

期間より、平成19年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しています。

この変更に伴う損益に与える影響は

軽微です。

―――――――



（追加情報） 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――――― （有形固定資産の減価償却の方法）

当中間会計期間より、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産に

ついては、償却可能限度額まで償却

が終了した事業年度の翌事業年度か

ら５年間で均等償却する方法によっ

ています。この変更に伴い、前中間

会計期間と同一の方法によった場合

と比べ、営業利益が50百万円、経常

利益及び税引前中間純利益が51百万

円それぞれ減少しています。

―――――――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

23,984百万円
 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

23,227百万円
 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

22,827百万円

 

※２ 担保資産

借入金の担保として下記有形

固定資産に工場財団抵当及

び、不動産抵当権を設定して

います。

有形固定資産 7,034百万円

(うち工場財団組成)

(7,034 〃 )

上記に対応する

債務の額

短期借入金 4,700百万円

１年内返済予定 
長期借入金

64百万円

長期借入金 280百万円
 

 

※２ 担保資産

借入金の担保として下記有形

固定資産に工場財団抵当を設

定しています。

有形固定資産 6,281百万円

上記に対応する

債務の額

短期借入金 4,700百万円

１年内返済予定
長期借入金

64百万円

長期借入金 216百万円
 

 

※２ 担保資産

借入金の担保として下記有形

固定資産に工場財団抵当及

び、不動産抵当権を設定して

います。

有形固定資産 6,626百万円

(うち工場財団組成)

(6,626 〃 )

上記に対応する

債務の額

短期借入金 4,700百万円

１年内返済予定 
長期借入金

64百万円

長期借入金 248百万円

 

３ 偶発債務

銀行借入金等に対する保証債務
 
関係会社 保証額

㈱ジャパンフィ 

ード
1,649百万円

道東飼料㈱ 926 〃

房総ファーム㈱ 697 〃

仙台飼料㈱ 

他５件
1,051 〃

計 4,324 〃

取引先等 保証額

㈲スズランファ

ーム
196百万円

㈱秋田畜産物流 112 〃

㈲前畑養鶏場 94 〃

(資)相良ポート

リー他12件
522 〃

計 925 〃

合計 5,249 〃
  

３ 偶発債務

銀行借入金等に対する保証債務
 
関係会社 保証額

仙台飼料㈱ 1,759百万円

㈱ジャパンフィ 

ード
1,538 〃

道東飼料㈱ 879 〃

房総ファーム㈱ 

他４件
1,214 〃

計 5,392 〃

取引先等 保証額

㈲スズランファ

ーム
166百万円

㈲北国ファーム 88 〃

㈱秋田畜産物流 85 〃

(資)相良ポート

リー他11件
431 〃

計 771 〃

合計 6,163 〃
  

３ 偶発債務

銀行借入金等に対する保証債務

関係会社 保証額

㈱ジャパンフィ 

ード
1,585百万円

仙台飼料㈱ 1,540 〃

道東飼料㈱ 872 〃

房総ファーム㈱ 

他４件
1,241 〃

計 5,240 〃

取引先等 保証額

㈲スズランファ

ーム
181百万円

㈱秋田畜産物流 98 〃

㈲北国ファーム 88 〃

(資)相良ポート

リー他11件
460 〃

計 828 〃

合計 6,069 〃

 ４ 売掛債権及び手形信託譲渡高

1,205百万円

(上記のうち遡及義務)

313百万円
 

 ４ 売掛債権及び手形信託譲渡高

1,609百万円

(上記のうち遡及義務)

248百万円
 

 ４ 売掛債権及び手形信託譲渡高

2,397百万円

(上記のうち遡及義務)

691百万円



次へ 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 

※５ コミットメントライン契約

効率的な資金調達を行うため

に取引金融機関４行との間

で、コミットメントライン契

約を締結しています。この契

約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとお

りです。

コミットメント

ラインの総額
5,000百万円

借入実行残高 500 〃

借入未実行残高 4,500 〃
  

※５ コミットメントライン契約

効率的な資金調達を行うため

に取引金融機関４行との間

で、コミットメントライン契

約を締結しています。この契

約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとお

りです。

コミットメント

ラインの総額
3,000百万円

借入実行残高 3,000 〃

借入未実行残高 － 〃
 

※５ コミットメントライン契約

効率的な資金調達を行うため

に取引金融機関４行との間

で、コミットメントライン契

約を締結しています。この契

約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりで

す。

コミットメント

ラインの総額
5,000百万円

借入実行残高 500 〃

借入未実行残高 4,500 〃

※６ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してい

ます。 

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため

次の中間会計期間末日満期手

形が、中間会計期間末残高に

含まれています。
      受取手形     174百万円

※６ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してい

ます。 

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため

次の中間会計期間末日満期手

形が、中間会計期間末残高に

含まれています。
      受取手形    174百万円

※６ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもっ

て決済処理しています。 

なお、当事業年度末日が金融

機関の休日であったため、期

末日満期手形が受取手形に

248百万円含まれています。



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１    ――――― ※１ 固定資産売却益 

土地売却益33百万円、建物売

却益7百万円です。

※１ 固定資産売却益 

土地売却益96百万円、建物売

却益6百万円です。

※２    ――――― ※２ 貸倒引当金戻入益

取引先等への債権に対する貸

倒引当金の戻入益です。

※２    ―――――

※３    ――――― 

 

※３ 投資有価証券売却益  

   上場株式等を売却したこと 

   による売却益です。

※３    ――――― 

 

※４    ――――― ※４    ――――― ※４ 保険金収入

水島工場における前期飼料事

故に係る保険金収入です。

 

※５ 固定資産売除却損

内訳は次の通りです。

固定資産売却損

土地 7百万円

車両及び運搬具 0 〃

計 7 〃

固定資産除却損

機械及び装置 5百万円

車両及び運搬具 0 〃

工具器具及び 
 備品

0 〃

計 6 〃

 

※５ 固定資産売除却損

内訳は次の通りです。

固定資産売却損

機械及び装置 0百万円

車両及び運搬具 0 〃

計 0 〃

固定資産除却損

建物 4百万円

構築物 0 〃

機械及び装置 2 〃

車両及び運搬具 0 〃

工具器具及び
 備品

0 〃

計 8 〃

※５ 固定資産売除却損

内訳は次の通りです。

固定資産売却損

土地 7百万円

車両及び運搬具 0 〃

無形固定資産 0 〃

計 7 〃

固定資産除却損

建物 8百万円

構築物 1 〃 

機械及び装置 18 〃

車両及び運搬具 0 〃

工具器具及び 
 備品

1 〃

計 30 〃

※６    ――――― 

 

 

 

※６ 減損損失

以下の資産について減損損失

を計上しています。

用途 場所 種類
金額

（百万円）

遊休不 
動産等

千葉県 
山武市

土地 129

山口県 
山陽小野 
田市

土地 57

鹿児島県 
大口市

土地 43

その他 土地他 54

合計 ― ― 286

当社は事業用資産に関して地域別に

グルーピングを行っており、また遊

休資産については各資産をグルーピ

ングの最小単位としています。新た

に遊休資産としてグルーピングした

ものについて帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額（286百

万円）を減損損失に計上していま

す。なお、回収可能価額は正味売却

価額を使用し、相続税評価額等によ

り評価しています。

 

※６ 減損損失

以下の資産について減損損失

を計上しています。

用途 場所 種類
金額

（百万円）

飼料製 
造設備

宮城県 
塩釜市

建物 81

構築物 78

機械 164

工具器 
具備品

0

合計 ― ― 323

当社は事業用資産に関して地域別に

グルーピングを行っています。 

仙台飼料㈱への製造委託に伴い、処

分の意思決定を行った上記資産につ

いては備忘価額まで減額し、当該減

少額（323百万円）を減損損失に計

上しています。



 
  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりです。 

市場からの買付による増加 2,000,000株 

単元未満株式の買取りによる増加  2,468株 

  減少数の内訳は、次のとおりです。 

ストック・オプションの権利行使による減少 100,000株 

単元未満株式の売却による減少 700株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりです。 

単元未満株式の買取りによる増加 3,763株 

  減少数の内訳は、次のとおりです。 

ストック・オプションの権利行使による減少 154,000株 

単元未満株式の売却による減少 400株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりです。 

市場からの買付による増加 2,000,000株 

単元未満株式の買取りによる増加 5,418株 

  減少数の内訳は、次のとおりです。 

ストック・オプションの権利行使による減少 186,000株 

単元未満株式の売却による減少 1,600株 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※７    ――――― ※７ 工場閉鎖関連費用

塩釜工場の畜産工場閉鎖に伴

う不要設備解体工事に係る費

用です。

※７    ―――――

 

８ 減価償却実施額

有形固定資産 559百万円

無形固定資産 66 〃
 

８ 減価償却実施額

有形固定資産 541百万円

無形固定資産 79 〃

８ 減価償却実施額

有形固定資産 1,163百万円

無形固定資産 142 〃

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 6,077,340 2,002,468 100,700 7,979,108

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 7,895,158 3,763 154,400 7,744,521

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 6,077,340 2,005,418 187,600 7,895,158



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(リース契約１件当

たりのリース料総額が３百万円未満

のリース取引を除く)

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

その他

(工具器具及び

備品等)(百万円)

取得価額相当額 269

減価償却累計額 

相当額
171

中間期末残高 

相当額
98

なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しています。

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(リース契約１件当

たりのリース料総額が３百万円未満

のリース取引を除く)

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

その他

(工具器具及び

備品等)(百万円)

取得価額相当額 201

減価償却累計額 

相当額
102

中間期末残高 

相当額
99

なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しています。

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(リース契約１件当

たりのリース料総額が３百万円未満

のリース取引を除く)

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

その他

(工具器具及び

備品等)(百万円)

取得価額相当額 283

減価償却累計額 

相当額
199

期末残高 

相当額
84

なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」により

算定しています。

 

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 49百万円

１年超 48 〃

合計 98 〃

なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しています。

 

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 40百万円

１年超 58 〃

合計 99 〃

なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しています。

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 41百万円

１年超 43 〃

合計 84 〃

なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利子

込み法」により算定しています。

③支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 27百万円

減価償却費相当額 27 〃

③支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 27百万円

減価償却費相当額 27 〃

③支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 55百万円

減価償却費相当額 55 〃

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

ます。

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

ます。

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

ます。



(１株当たり情報) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 
１株当たり純資産額 144円96銭

 
１株当たり純資産額 146円76銭

 
１株当たり純資産額 151円06銭

 

１株当たり 

中間純利益
5円60銭

 

１株当たり 

中間純利益
10円00銭

１株当たり 

当期純利益
11円41銭

 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益
5円58銭

 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益
9円99銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
11円39銭

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額

中間貸借対照表の純資産の部

の合計額

17,588百万円

普通株式に係る純資産額

17,588百万円

差額の主な内訳

 該当事項はありません。

普通株式の発行済株式数

129,309,932株

普通株式の自己株式数

7,979,108株

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数

121,330,824株

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額

中間貸借対照表の純資産の部

の合計額

17,845百万円

普通株式に係る純資産額

17,840百万円

差額の主な内訳

 新株予約権 4百万円

普通株式の発行済株式数

129,309,932株

普通株式の自己株式数

7,744,521株

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数

121,565,411株

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の合

計額

18,341百万円

普通株式に係る純資産額

18,340百万円

差額の主な内訳

 新株予約権 1百万円

普通株式の発行済株式数

129,309,932株

普通株式の自己株式数

7,895,158株

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数

121,414,774株

２ １株当たり中間純利益及び潜在

株式調整後１株当たり中間純利

益

   中間損益計算書上の中間純利

益

685百万円

   普通株式に係る中間純利益

685百万円

   普通株主に帰属しない金額の

主要な内訳

   該当事項はありません。

  普通株式の期中平均株式数

122,488,834株

  潜在株式調整後１株当たり中間

純利益の算定に用いられた中間純

利益調整額の主要な内訳

  該当事項はありません。

  潜在株式調整後１株当たり中間

純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳

  新株予約権    270,651株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間純利

益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

  該当事項はありません。

２ １株当たり中間純利益及び潜在

株式調整後１株当たり中間純利

益

   中間損益計算書上の中間純利

益

1,214百万円

   普通株式に係る中間純利益

1,214百万円

   普通株主に帰属しない金額の

主要な内訳

   該当事項はありません。

  普通株式の期中平均株式数

121,501,108株

  潜在株式調整後１株当たり中間

純利益の算定に用いられた中間純

利益調整額の主要な内訳

  該当事項はありません。

  潜在株式調整後１株当たり中間

純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳

  新株予約権     95,960株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間純利

益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

  新株予約権４種類

  （新株予約権の数 526個）

２ １株当たり当期純利益及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利

益

  損益計算書上の当期純利益

1,392百万円

   普通株式に係る当期純利益

1,392百万円

   普通株主に帰属しない金額の

主要な内訳

   該当事項はありません。

  普通株式の期中平均株式数

121,968,895株

  潜在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定に用いられた当期純

利益調整額の主要な内訳

  該当事項はありません。

  潜在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳

  新株予約権    229,332株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり当期純利

益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

  該当事項はありません。



前へ 

  

 
  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社は平成18年12月25日の取締役会において、新株予約権を発行する旨決議しました。この内容の

詳細については、第５[経理の状況] １[中間連結財務諸表等] (1)[中間連結財務諸表] （重要な後発

事象）に記載しています。 
  
当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 
  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（親会社の異動と特別利益の発生） 

平成19年５月18日、三菱商事株式会社による当社株式の公開買付が発表され、当社は、同日開催の

取締役会で本公開買付について賛同の意を表明しました。 

この公開買付が成立し、三菱商事株式会社の所有する議決権比率が50％を超えましたので、同社が

新たに親会社となりました。 

また、親会社の異動に伴い、会社法第135条第３項の規定に従い、当社が所有する三菱商事株式会

社の普通株式482,952株を相当の時期に処分することとなります。この場合、東京証券取引所市場第

一部における平成19年５月の終値平均2,730円ですべて処分できたとすると、特別利益として約11億

円の投資有価証券売却益を計上することとなります。 

  

(2) 【その他】 

特記する事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

これらの詳細については、第４提出

会社の状況１株式等の状況(2)新株予

約権等の状況に記載のとおりです。

これらの詳細については、第４提出

会社の状況１株式等の状況(2)新株予

約権等の状況に記載のとおりです。

これらの詳細については、第４提出

会社の状況１株式等の状況(8)ストッ

クオプション制度の内容に記載のと

おりです。



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

  

 (1) 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異

動）の規定に基づく臨時報告書を平成19年６月18日関東財務局長に提出。 

  

 (2) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第91期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月22日関東財務局長に提

出。 

  

 (3) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記(2) 有価証券報告書の訂正報告書）を平成19年９月13日関東財務局長に提出。 

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月25日

日本農産工業株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本農産工業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連

結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中

間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー

計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日本農産工業株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

  

以 上 

  
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  本     哲  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  神  尾  忠  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  大  竹     栄  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月25日

日本農産工業株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている日本農産工業株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年

度の中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、す

なわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日本農産工業株式会社及び連結子会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

  

以 上 

  
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  神  尾  忠  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  大  竹     栄  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月25日

日本農産工業株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本農産工業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第９１期事業年度の中

間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸

借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日本農産工業株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する

中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
  

以 上 

  
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  本     哲  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  神  尾  忠  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  大  竹     栄  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月25日

日本農産工業株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている日本農産工業株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第９２期事

業年度の中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日本農産工業株式会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する

中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
  

以 上 

  
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  神  尾  忠  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  大  竹     栄  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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