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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 47,475 ― △183 ― 36 ― △8 ―

20年3月期第3四半期 39,545 20.6 421 △41.0 656 △28.1 391 △28.8

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

21年3月期第3四半期 △0.44 ―

20年3月期第3四半期 19.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 32,320 15,309 47.4 792.17
20年3月期 29,590 15,606 52.7 774.72

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  15,309百万円 20年3月期  15,606百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 60,200 13.1 100 △80.5 350 △59.7 150 21.2 7.51

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、現時点で入手された情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  20,830,825株 20年3月期  20,830,825株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,504,862株 20年3月期  685,448株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  19,981,432株 20年3月期第3四半期  20,146,635株
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した景気後退が世界的に広が

り、その影響により株価は下落し為替は円高となり、企業業績や雇用環境が急激に悪化しました。

配合飼料業界においては、夏場にとうもろこしのシカゴ穀物相場が急騰した影響により、平成20年10月に

配合飼料価格の値上げを行いました。

畜産物相場につきましては、鶏卵は前年を上回り堅調に推移しております。豚肉は第３四半期に入ると輸

入増の影響から急激に相場が下落し、前年を大幅に下回って推移しております。牛肉は需要の低迷から前年

を下回って推移しております。

当第３四半期連結累計期間における業績につきましては、配合飼料価格の値上げにより売上高は474億75百

万円となりました。営業損失は１億83百万円、経常利益は36百万円、四半期純損失は８百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ27億29百万円増加し323億

20百万円となりました。この要因は、受取手形及び売掛金が39億57百万円増加し、有形固定資産が３億71百

万円減少したこと等によるものであります。

（負債の部）

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ30億27百万円増加し170億

11百万円となりました。この要因は、支払手形及び買掛金が26億93百万円増加し、退職給付引当金が１億50

百万円増加したこと等によるものであります。

（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の残高は、前連結会計年度末に比べ２億97百万円減少し153億

９百万円となりました。この要因は、利益剰余金が１億９百万円減少し、自己株式を１億22百万円取得した

こと等によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、平成20年11月14日に公表した予想に変更はありません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当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する方法を採用しております。

（２）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12

号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月5日 企業会計基準第９

号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,777,049 2,131,335

受取手形及び売掛金 17,095,516 13,137,519

商品及び製品 268,476 204,164

仕掛品 415,514 327,364

原材料及び貯蔵品 2,395,595 2,785,265

その他 1,147,186 1,122,178

貸倒引当金 △204,708 △178,283

流動資産合計 22,894,631 19,529,543

固定資産   

有形固定資産 5,006,025 5,377,214

無形固定資産 25,415 27,463

投資その他の資産   

長期貸付金 3,225,146 3,113,534

破産更生債権等 4,597,942 4,668,919

その他 2,103,349 2,254,263

貸倒引当金 △5,532,000 △5,380,038

投資その他の資産合計 4,394,437 4,656,679

固定資産合計 9,425,878 10,061,358

資産合計 32,320,509 29,590,902

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,194,612 5,501,596

短期借入金 6,939,752 6,939,752

未払法人税等 － 29,446

賞与引当金 81,736 162,421

その他 1,312,913 994,984

流動負債合計 16,529,015 13,628,201

固定負債   

長期借入金 60,383 69,009

退職給付引当金 309,568 159,098

長期未払金 112,040 127,618

固定負債合計 481,991 355,725

負債合計 17,011,006 13,983,926
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,011,689 2,011,689

資本剰余金 1,904,186 1,904,186

利益剰余金 11,697,569 11,807,006

自己株式 △292,927 △169,998

株主資本合計 15,320,517 15,552,883

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,446 51,536

繰延ヘッジ損益 432 2,556

評価・換算差額等合計 △11,014 54,092

純資産合計 15,309,503 15,606,976

負債純資産合計 32,320,509 29,590,902
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 47,475,477

売上原価 44,954,383

売上総利益 2,521,094

販売費及び一般管理費 2,704,619

営業損失（△） △183,525

営業外収益  

受取利息 80,825

受取配当金 8,347

為替差益 76,917

保管料収入 63,380

その他 78,976

営業外収益合計 308,448

営業外費用  

支払利息 60,823

その他 27,975

営業外費用合計 88,798

経常利益 36,123

特別利益  

固定資産売却益 2,672

投資有価証券売却益 27,367

受取保険金 58,254

特別利益合計 88,294

特別損失  

投資有価証券評価損 54,769

和解金 65,316

特別損失合計 120,086

税金等調整前四半期純利益 4,332

法人税、住民税及び事業税 9,700

法人税等調整額 3,341

法人税等合計 13,041

四半期純損失（△） △8,709
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

日和産業㈱（2055）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

－6－



【参考資料】
前年同四半期に係る財務諸表
（要約）四半期連結損益計算書

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 売上高 39,545,061

Ⅱ 売上原価 36,445,956

売上総利益 3,099,105

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,677,301

営業利益 421,804

Ⅳ 営業外収益 345,968

Ⅴ 営業外費用 111,204

経常利益 656,567

税金等調整前四半期純利益 656,567

法人税､住民税及び事業税 265,253

法人税等調整額 －

四半期純利益 391,314

日和産業㈱（2055）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

－7－


