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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 11,108 △25.9 428 163.5 478 169.0 367 259.7
21年3月期第1四半期 14,984 ― 162 ― 177 ― 102 ―

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

22年3月期第1四半期 19.01 ―

21年3月期第1四半期 5.07 ―

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

22年3月期第1四半期 28,590 15,690 54.9 811.92
21年3月期 28,393 15,379 54.2 795.84

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,690百万円 21年3月期  15,379百万円

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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

23,100 △23.8 500 ― 600 911.4 400 ― 20.70

通期 48,200 △19.0 900 ― 1,000 ― 500 788.2 25.87
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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、３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） 

(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 

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。 
なお、上記の予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 20,830,825株 21年3月期  20,830,825株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,506,097株 21年3月期  1,505,941株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 19,324,817株 21年3月期第1四半期 20,145,302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１四半期におけるわが国経済は、景気動向において一部に回復の兆しはあるものの、企業収益の落ち

込みによる設備投資の抑制や雇用情勢悪化による個人消費の低迷等、依然として先行き不透明な状態が続い

ております。

配合飼料業界におきましては、世界経済の悪化や原油相場の下落により主原料であるとうもろこしのシカ

ゴ穀物相場が軟調となったため、平成21年４月に配合飼料価格の値下げを行いました。

第１四半期における業績につきましては、売上高は配合飼料価格の大幅な値下げにより前年同期比25.9%減

の111億８百万円となりました。利益面につきましては、原料価格の低下により営業利益は４億28百万円、経

常利益は４億78百万円、四半期純利益は３億67百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億96百万円増加し285億90百

万円となりました。この要因は、現金及び預金が３億４百万円、原材料及び貯蔵品が３億63百万円増加し、

受取手形及び売掛金が９億66百万円減少したこと等によるものであります。

（負債の部）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億14百万円減少し128億99百

万円となりました。この要因は、未払法人税等が２億60百万円増加し、短期借入金が５億23百万円減少した

こと等によるものであります。

（純資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億10百万円増加し

156億90百万円となりました。この要因は、利益剰余金が２億70百万円増加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

平成21年５月12日に公表しました平成22年３月期の第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、本

資料において修正しております。その詳細につきましては、本日平成21年７月31日公表の「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。

なお、通期の業績予想につきましては、平成21年５月12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

該当事項はありません。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,765,972 4,461,153

受取手形及び売掛金 10,707,299 11,673,538

商品及び製品 180,629 211,847

仕掛品 338,426 363,472

原材料及び貯蔵品 2,223,910 1,860,623

その他 1,007,977 577,549

貸倒引当金 △135,794 △155,184

流動資産合計 19,088,421 18,992,999

固定資産   

有形固定資産 4,764,556 4,873,790

無形固定資産 21,535 23,587

投資その他の資産   

長期貸付金 3,460,910 3,324,188

破産更生債権等 4,572,184 4,669,806

その他 2,043,499 2,041,526

貸倒引当金 △5,361,000 △5,532,000

投資その他の資産合計 4,715,594 4,503,521

固定資産合計 9,501,685 9,400,899

資産合計 28,590,107 28,393,899

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,770,243 4,733,019

短期借入金 6,416,752 6,939,752

未払法人税等 260,364 －

賞与引当金 200,016 130,077

その他 803,041 721,087

流動負債合計 12,450,418 12,523,936

固定負債   

長期借入金 51,757 51,757

長期未払金 112,040 112,040

退職給付引当金 285,767 326,591

固定負債合計 449,564 490,388

負債合計 12,899,983 13,014,324

日和産業㈱(2055)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

－4－



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21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 12,033,245 11,762,572

自己株式 △293,125 △293,097

株主資本合計 15,655,995 15,385,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,967 △9,933

繰延ヘッジ損益 160 4,156

評価・換算差額等合計 34,128 △5,776

純資産合計 15,690,123 15,379,574

負債純資産合計 28,590,107 28,393,899
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,984,346 11,108,260

売上原価 13,990,134 9,887,120

売上総利益 994,211 1,221,139

販売費及び一般管理費 831,513 792,440

営業利益 162,698 428,698

営業外収益   

受取利息 28,567 29,490

受取配当金 6,438 1,728

為替差益 － 23,005

その他 28,032 22,144

営業外収益合計 63,038 76,368

営業外費用   

支払利息 27,524 23,688

為替差損 18,671 －

その他 1,622 2,818

営業外費用合計 47,818 26,506

経常利益 177,918 478,560

特別利益   

固定資産売却益 2,672 －

貸倒引当金戻入額 － 191,000

特別利益合計 2,672 191,000

特別損失   

投資有価証券評価損 － 46,359

特別損失合計 － 46,359

税金等調整前四半期純利益 180,590 623,201

法人税、住民税及び事業税 77,419 256,000

法人税等調整額 1,059 △96

法人税等合計 78,479 255,903

四半期純利益 102,111 367,297
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(3)継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(4)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。
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