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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第109期 

第１四半期 
連結累計期間

第110期 
第１四半期 
連結累計期間

第109期

会計期間
自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日

売上高 (千円) 10,790,115 12,059,014 46,279,535 

経常利益 (千円) 287,355 127,111 207,767 

四半期(当期)純利益 (千円) 183,493 88,065 83,699 

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 149,964 108,705 115,737 

純資産額 (千円) 15,820,704 15,798,357 15,786,245 

総資産額 (千円) 26,964,263 26,990,436 27,281,994 

１株当たり四半期(当期)純利益
金額 

(円) 9.50 4.56 4.33 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― 

自己資本比率 (％) 58.7 58.5 57.9 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

(1)業績の状況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、株価の回復や家計部門における景況感の改善により

個人消費や輸出は緩やかに回復しているものの、燃料及び原材料価格の上昇によるコストアップを価格に

転嫁することが難しいこともあり、引き続き先行き不透明な状況で推移しております。 

  配合飼料業界におきましては、主原料である米国産とうもろこしは旧穀の在庫逼迫と降雨による新穀の

作付け遅延の影響により相場が高値で推移し、為替相場も昨年末来の円安基調が継続しているため、配合

飼料価格の値上げを実施いたしました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は120億59百万円（前年同期比11.8%増）となり

ました。利益面につきましては、営業利益は86百万円（前年同期比62.7%減）となり、経常利益は１億27

百万円（前年同期比55.8%減）、四半期純利益は88百万円（前年同期比52.0%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116億85百万円（前年同期比12.0%増）となり、セグメント利益（営業利益）は１億64百万円

（前年同期比58.4%減）となりました。 

畜産事業 

売上高は３億73百万円（前年同期比5.6%増）となり、セグメント利益（営業利益）は54百万円（前年

同期比281.3%増）となりました。 

  

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2)財政状態の分析 

(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２億91百万円減少し、

269億90百万円となりました。これは、主に販売単価の上昇等により受取手形及び売掛金が４億87百万

円増加し、現金及び預金が３億63百万円、原材料及び貯蔵品が３億８百万円減少したことによるもので

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３億３百万円減少し、

111億92百万円となりました。これは、主に仕入数量の減少により支払手形及び買掛金が３億42百万円

減少したことによるものです。 

  

(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12百万円増加し、157

億98百万円となりました。これは、主にその他有価証券評価差額金が12百万円増加したことによるもの

です。   

  

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

  

(4)研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は16百万円であります。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(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】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 79,591,000 

計 79,591,000 

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成25年６月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年８月９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 20,830,825 20,830,825 
東京証券取引所 
（市場第二部）

単元株式数は1,000株であり
ます。 

計 20,830,825 20,830,825 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高 
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金 
残高 
(千円)

平成25年６月30日 ─ 20,830,825 ─ 2,011,689 ─ 1,904,186 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、

記載することができませんので、直前の基準日である平成25年３月31日の株主名簿により記載しており

ます。 

① 【発行済株式】 

 
(注)  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２個)含まれて

おります。 

  

② 【自己株式等】 

 
  

該当事項はありません。 

  

   平成25年３月31日現在 

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     1,512,000 

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式    19,278,000 19,278 ─

単元未満株式 普通株式        40,825 ― ─

発行済株式総数             20,830,825 ― ―

総株主の議決権 ― 19,278 ―

  平成25年３月31日現在 

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） 
日和産業株式会社 

神戸市東灘区住吉
浜町19-５ 

1,512,000 ─ 1,512,000 7.3 

計 ― 1,512,000 ─ 1,512,000 7.3 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４月１

日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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１【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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,030,497 2,666,851

受取手形及び売掛金 ※2  12,240,606 ※2  12,727,663

商品及び製品 167,347 165,376

仕掛品 303,712 330,800

原材料及び貯蔵品 2,551,113 2,242,241

その他 400,536 409,991

貸倒引当金 △315,813 △333,236

流動資産合計 18,378,000 18,209,688

固定資産   

有形固定資産 4,125,802 4,052,164

無形固定資産 9,708 9,215

投資その他の資産   

長期貸付金 3,247,894 3,304,642

破産更生債権等 3,556,345 3,496,199

その他 1,633,243 1,644,526

貸倒引当金 △3,669,000 △3,726,000

投資その他の資産合計 4,768,483 4,719,368

固定資産合計 8,903,994 8,780,747

資産合計 27,281,994 26,990,436

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  5,534,399 ※2  5,191,583

短期借入金 4,569,000 4,569,000

未払法人税等 5,374 45,542

賞与引当金 122,022 177,166

その他 ※2  885,256 ※2  877,312

流動負債合計 11,116,052 10,860,605

固定負債   

長期未払金 112,040 84,240

退職給付引当金 186,126 170,170

債務保証損失引当金 81,530 77,062

固定負債合計 379,696 331,473

負債合計 11,495,749 11,192,078
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30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 12,061,967

自己株式 △294,286 △294,286

株主資本合計 15,692,084 15,683,556

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 91,613 103,904

繰延ヘッジ損益 2,547 10,896

その他の包括利益累計額合計 94,160 114,800

純資産合計 15,786,245 15,798,357

負債純資産合計 27,281,994 26,990,436
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 10,790,115 12,059,014

売上原価 9,746,176 11,142,052

売上総利益 1,043,938 916,961

販売費及び一般管理費 813,006 830,750

営業利益 230,932 86,211

営業外収益   

受取利息 32,125 29,506

受取配当金 6,970 6,175

為替差益 18,727 8,779

その他 19,173 17,627

営業外収益合計 76,997 62,089

営業外費用   

支払利息 17,533 15,854

その他 3,041 5,334

営業外費用合計 20,575 21,189

経常利益 287,355 127,111

税金等調整前四半期純利益 287,355 127,111

法人税、住民税及び事業税 104,000 38,000

法人税等調整額 △137 1,046

法人税等合計 103,862 39,046

少数株主損益調整前四半期純利益 183,493 88,065

四半期純利益 183,493 88,065
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【四半期連結包括利益計算書】 
【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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 183,493 88,065

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,488 12,290

繰延ヘッジ損益 △17,040 8,349

その他の包括利益合計 △33,528 20,640

四半期包括利益 149,964 108,705

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 149,964 108,705

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

 
  

(四半期連結貸借対照表関係) 

１ 偶発債務 

 連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次の通り債務保証を行っております。 

 
  

※２  四半期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おりま

す。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。 

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。 

 
  

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四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。 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日)
当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日)

㈲拓新 100,000千円 100,000千円 

他３社 34,171千円 29,266千円 

計 134,171千円 129,266千円 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日)
当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日)

受取手形 505,917千円 475,702千円 

支払手形 4,789千円 3,011千円 

その他 
（設備関係支払手形） 

40,816千円 691千円 

 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

減価償却費 101,694千円 100,698千円 
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(株主資本等関係) 

前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１ 配当金支払額 

 
  

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

１ 配当金支払額 

 
  

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)１ セグメント利益の調整額△179,785千円には各報告セグメントへ配賦していない費用（管理部門に係る費用

等）179,571千円が含まれております。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 96,600 5.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 96,593 5.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

 

報告セグメント 調整額 
(千円) 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(千円) 
(注)２

飼料事業 
(千円)

畜産事業 
(千円)

計 
(千円)

売上高      

  外部顧客への売上高 10,436,366 353,748 10,790,115 ― 10,790,115 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

212,661 ― 212,661 △212,661 ― 

計 10,649,028 353,748 11,002,777 △212,661 10,790,115 

 セグメント利益 396,331 14,386 410,717 △179,785 230,932 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)１ セグメント利益の調整額△133,539千円には各報告セグメントへ配賦していない費用（管理部門に係る費用

等）136,458千円が含まれております。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 

報告セグメント 調整額 
(千円) 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(千円) 
(注)２

飼料事業 
(千円)

畜産事業 
(千円)

計 
(千円)

売上高      

  外部顧客への売上高 11,685,281 373,733 12,059,014 ― 12,059,014 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

248,159 ― 248,159 △248,159 ― 

計 11,933,440 373,733 12,307,174 △248,159 12,059,014 

 セグメント利益 164,900 54,850 219,750 △133,539 86,211 

項目 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 ９円50銭 ４円56銭 

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 183,493 88,065 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 183,493 88,065 

普通株式の期中平均株式数(株) 19,320,026 19,318,680 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成25年８月９日

日和産業株式会社 

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項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日

和産業株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25

年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、

四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日和産業株式会社及び連結子会社の平成25

年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
利害関係 

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 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  増  田     豊  印 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  内  田      聡    印 

   

(注) １．上記は、四半期レビュー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(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 

 



【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成25年８月９日 

【会社名】 日和産業株式会社 

【英訳名】 NICHIWA SANGYO CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  中 橋 正 敏 

【最高財務責任者の役職氏名】 ─── 

【本店の所在の場所】 神戸市東灘区住吉浜町19番地の５ 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



当社取締役社長中橋正敏は、当社の第110期第１四半期(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30

日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし

た。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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