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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第3四半期 36,572 △2.4 480 ― 545 396.7 353 326.2
26年3月期第3四半期 37,478 7.7 42 △90.6 109 △80.2 82 △75.8

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 409百万円 （205.4％） 26年3月期第3四半期 134百万円 （△66.9％）

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

27年3月期第3四半期 18.30 ―
26年3月期第3四半期 4.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 28,802 16,181 56.2
26年3月期 26,437 15,868 60.0
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 16,181百万円 26年3月期 15,868百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
27年3月期 ― 0.00 ―
27年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 48,000 △2.7 500 73.6 700 74.4 300 93.0 15.53



(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」をご覧下さい。 

(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四半期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」をご覧下さい。 

※ 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
② ①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） 27年3月期3Q 20,830,825 株 26年3月期 20,830,825 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 1,514,906 株 26年3月期 1,513,249 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 19,316,861 株 26年3月期3Q 19,318,524 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、個人消費の低迷に加え、新興国や欧州等の諸外国に

おける景気動向の足踏みにより先行きは不透明な状況であるものの、雇用・所得環境の改善により引き

続き緩やかな回復傾向にあります。 

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天候に恵まれたことから価格は下

落しました。副原料である大豆粕相場は需給の引き締まりにより堅調に推移しました。一方で、為替相

場は一層の円安となりました。 

このような状況の中、当社は、上期に二度引き上げた配合飼料価格を、10月に値下げしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は365億72百万円（前年同期比2.4%減）となり

ました。利益面につきましては、営業利益は４億80百万円（前年同期の営業利益42百万円）、経常利益は

５億45百万円（前年同期比396.7%増）、四半期純利益は３億53百万円（前年同期比326.2%増）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、351億52百万円（前年同期比3.0%減）となり、セグメント利益（営業利益）は８億11百

万円（前年同期比81.2%増）となりました。  

    畜産事業 

売上高は、14億19百万円（前年同期比13.1%増）となり、セグメント利益（営業利益）は１億79百

万円（前年同期比212.1%増）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23億64百万円増加し、288

億２百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が19億85百万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20億51百万円増加し、126

億20百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が20億17百万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３億12百万円増加し、

161億81百万円となりました。これは主に、利益剰余金が２億56百万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 27 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 26 年５月 14 日に公表した通期の連結業績予想

のとおりです。 
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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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,815,488 5,454,825

受取手形及び売掛金 10,801,249 12,786,501

商品及び製品 132,984 156,544

仕掛品 309,689 376,578

原材料及び貯蔵品 1,817,032 1,905,338

その他 385,549 541,261

貸倒引当金 △156,051 △160,247

流動資産合計 18,105,942 21,060,801

固定資産

有形固定資産 3,894,598 3,756,022

無形固定資産 8,532 7,605

投資その他の資産

長期貸付金 3,155,066 3,133,301

破産更生債権等 3,663,355 3,569,973

その他 1,733,407 1,769,762

貸倒引当金 △4,123,000 △4,495,000

投資その他の資産合計 4,428,829 3,978,038

固定資産合計 8,331,960 7,741,666

資産合計 26,437,903 28,802,468

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,516,680 6,534,284

短期借入金 4,569,000 4,569,000

未払法人税等 266,472 63,638

賞与引当金 121,576 58,237

その他 847,085 1,223,789

流動負債合計 10,320,814 12,448,948

固定負債

長期未払金 84,240 84,240

債務保証損失引当金 63,660 50,258

退職給付に係る負債 100,639 37,547

固定負債合計 248,539 172,045

負債合計 10,569,354 12,620,994

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 12,129,359 12,386,187

自己株式 △294,506 △294,839

株主資本合計 15,750,727 16,007,223

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 112,402 152,215

繰延ヘッジ損益 5,419 22,035

その他の包括利益累計額合計 117,821 174,250

純資産合計 15,868,549 16,181,474

負債純資産合計 26,437,903 28,802,468
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 37,478,068 36,572,529

売上原価 34,872,682 33,523,021

売上総利益 2,605,385 3,049,508

販売費及び一般管理費 2,563,153 2,569,444

営業利益 42,231 480,064

営業外収益

受取利息 80,495 58,515

受取配当金 9,582 10,800

為替差益 13,877 38,922

その他 51,035 41,726

営業外収益合計 154,991 149,965

営業外費用

支払利息 47,863 47,760

支払手数料 31,244 31,244

その他 8,304 5,545

営業外費用合計 87,411 84,549

経常利益 109,811 545,480

税金等調整前四半期純利益 109,811 545,480

法人税等 26,889 192,064

少数株主損益調整前四半期純利益 82,922 353,416

四半期純利益 82,922 353,416
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 82,922 353,416

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 24,604 39,813

繰延ヘッジ損益 26,673 16,615

その他の包括利益合計 51,278 56,429

四半期包括利益 134,200 409,845

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 134,200 409,845

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。

日和産業㈱(2055)　平成27年３月期第３四半期決算短信

－7－




