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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第3四半期 37,478 7.7 42 △90.6 109 △80.2 82 △75.8
25年3月期第3四半期 34,793 △7.6 447 △3.8 555 △6.2 342 22.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 134百万円 （△66.9％） 25年3月期第3四半期 405百万円 （57.2％）

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

26年3月期第3四半期 4.29 ―
25年3月期第3四半期 17.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 27,485 15,823 57.6
25年3月期 27,281 15,786 57.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 15,823百万円 25年3月期 15,786百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 46,000 △0.6 100 25.3 150 △27.8 80 △4.4 4.14



(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」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく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」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 20,830,825 株 25年3月期 20,830,825 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,512,705 株 25年3月期 1,512,145 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 19,318,524 株 25年3月期3Q 19,319,942 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、政府の景気対策や金融緩和により、高額品等を中

心とした個人消費に回復の動きがありますが、食料品や生活必需品等については依然として先行き不透

明な状況で推移しました。 

配合飼料業界におきましては、為替相場は引き続き円安で推移したものの、主原料である米国産とう

もろこしの価格が下落したことから、配合飼料価格を10月に値下げいたしました。畜産相場は、鶏卵鶏

肉が年末に上昇いたしました。  

このような状況のなか、当社グループは積極的な販売に注力いたしました。  

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は374億78百万円（前年同期比7.7%増）となり

ました。利益面につきましては、営業利益は42百万円（前年同期比90.6%減）、経常利益は１億９百万円

（前年同期比80.2%減）、四半期純利益は82百万円（前年同期比75.8%減）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、362億22百万円（前年同期比7.4%増）となり、セグメント利益（営業利益）は４億47百

万円（前年同期比62.0%減）となりました。 

    畜産事業 

     売上高は、12億55百万円（前年同期比16.2%増）となり、セグメント利益（営業利益）は57百万円

（前年同期のセグメント損失（営業損失）63百万円）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２億３百万円増加し、274

億85百万円となりました。これは主に、原材料及び貯蔵品が７億22百万円減少したものの、受取手形及

び売掛金が12億48百万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１億65百万円増加し、116

億61百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が３億76百万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37百万円増加し、158億

23百万円となりました。これは主に、繰延ヘッジ損益が26百万円、その他有価証券評価差額金が24百万

円増加したことによるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

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

い状況にあります。  

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

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

で業績の向上に努めてまいります。 

平成 26 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 25 年 11 月８日に公表した通期の連結業績予想

に変更はありません。 

 

 

日和産業㈱(2055)　平成26年３月期第３四半期決算短信

－2－



 

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 

   該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,030,497 2,498,062

受取手形及び売掛金 12,240,606 13,489,132

商品及び製品 167,347 158,241

仕掛品 303,712 347,969

原材料及び貯蔵品 2,551,113 1,828,379

その他 400,536 864,378

貸倒引当金 △315,813 △275,373

流動資産合計 18,378,000 18,910,790

固定資産   

有形固定資産 4,125,802 3,913,706

無形固定資産 9,708 8,575

投資その他の資産   

長期貸付金 3,247,894 3,275,704

破産更生債権等 3,556,345 3,796,225

その他 1,633,243 1,657,186

貸倒引当金 △3,669,000 △4,077,000

投資その他の資産合計 4,768,483 4,652,116

固定資産合計 8,903,994 8,574,399

資産合計 27,281,994 27,485,189

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,534,399 5,911,371

短期借入金 4,569,000 4,569,000

未払法人税等 5,374 4,000

賞与引当金 122,022 62,803

その他 885,256 872,196

流動負債合計 11,116,052 11,419,372

固定負債   

長期未払金 112,040 84,240

退職給付引当金 186,126 89,711

債務保証損失引当金 81,530 68,128

固定負債合計 379,696 242,079

負債合計 11,495,749 11,661,451
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,011,689 2,011,689

資本剰余金 1,904,186 1,904,186

利益剰余金 12,070,495 12,056,824

自己株式 △294,286 △294,400

株主資本合計 15,692,084 15,678,299

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 91,613 116,217

繰延ヘッジ損益 2,547 29,221

その他の包括利益累計額合計 94,160 145,438

純資産合計 15,786,245 15,823,738

負債純資産合計 27,281,994 27,485,189
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 34,793,696 37,478,068

売上原価 31,737,665 34,872,682

売上総利益 3,056,030 2,605,385

販売費及び一般管理費 2,608,148 2,563,153

営業利益 447,882 42,231

営業外収益   

受取利息 96,901 80,495

受取配当金 9,007 9,582

為替差益 35,342 13,877

その他 50,775 51,035

営業外収益合計 192,026 154,991

営業外費用   

支払利息 49,936 47,863

支払手数料 30,715 31,244

その他 4,052 8,304

営業外費用合計 84,703 87,411

経常利益 555,204 109,811

特別利益   

固定資産売却益 6,520 －

特別利益合計 6,520 －

税金等調整前四半期純利益 561,724 109,811

法人税、住民税及び事業税 219,000 26,000

法人税等調整額 △134 889

法人税等合計 218,865 26,889

少数株主損益調整前四半期純利益 342,859 82,922

四半期純利益 342,859 82,922
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 342,859 82,922

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 18,000 24,604

繰延ヘッジ損益 45,120 26,673

その他の包括利益合計 63,120 51,278

四半期包括利益 405,980 134,200

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 405,980 134,200

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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