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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、米国大統領選挙後の米国の経済政策への期待により

進行した株高とドル高の恩恵を受けて回復基調にあるものの、中国や韓国等の新興国における経済不振

の影響が懸念され、先行きは不透明な状況にあります。 

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、天候の好転に伴い豊作となり価

格が下落いたしました。副原料である大豆粕も、ブラジルの不作を米国の豊作が補ったことから価格が

下落いたしました。外国為替相場につきましては、引き続き円高基調で推移しておりましたが、米国大

統領選挙後は円安となりました。 

  このような状況の中、当社は４月に値下げをした配合飼料価格を７月に値上げし、10月に再度値下げし

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311億32百万円（前年同期比12.5%減）となり

ました。利益面につきましては、営業利益は５億84百万円（前年同期比21.3%減）、経常利益は６億３百

万円（前年同期比23.4%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は４億17百万円（前年同期比21.1%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、305億42百万円（前年同期比13.0%減）となり、セグメント利益（営業利益）は７億46百

万円（前年同期比14.3%減）となりました。  

    畜産事業 

売上高は、12億17百万円（前年同期比1.8%増）となり、セグメント利益（営業利益）は75百万円

（前年同期比20.8%減）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13億91百万円増加し、283

億63百万円となりました。これは主に、現金及び預金が13億66百万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９億46百万円増加し、114

億21百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が８億60百万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４億45百万円増加し、

169億41百万円となりました。これは主に、利益剰余金が３億21百万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、政府の経済対策による回復が見込まれるものの、個人消費が伸び悩んで

いることから、国内景気の先行きは不透明な状況です。当社グループを取り巻く環境は、主原料である

とうもろこし価格や為替相場の先行きが不透明であることから、引き続き厳しい状況が続くと予想され

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、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 29 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 28 年５月 13 日に公表した連結業績予想に変更

はありません。 
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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 

   会計方針の変更 

   （平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

    法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以

後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

この変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響は、軽微であります。 

 

（４）追加情報 

   「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）

を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
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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28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,188,688 8,554,923

受取手形及び売掛金 9,313,808 9,932,318

商品及び製品 190,422 166,155

仕掛品 409,935 384,291

原材料及び貯蔵品 1,621,845 1,788,539

その他 810,685 406,080

貸倒引当金 △69,282 △65,393

流動資産合計 19,466,102 21,166,916

固定資産

有形固定資産 4,284,712 4,083,196

無形固定資産 6,408 5,900

投資その他の資産

長期貸付金 1,726,860 1,652,276

破産更生債権等 3,349,433 3,254,114

その他 1,306,499 1,371,706

貸倒引当金 △3,168,000 △3,171,000

投資その他の資産合計 3,214,793 3,107,098

固定資産合計 7,505,914 7,196,195

資産合計 26,972,017 28,363,111

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,549,518 5,410,375

短期借入金 4,569,000 4,569,000

未払法人税等 212,079 89,097

賞与引当金 134,283 58,220

その他 900,406 1,178,427

流動負債合計 10,365,289 11,305,122

固定負債

長期未払金 84,240 84,240

退職給付に係る負債 25,893 32,063

固定負債合計 110,133 116,303

負債合計 10,475,422 11,421,425

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 12,785,467 13,106,810

自己株式 △295,453 △295,696

株主資本合計 16,405,889 16,726,989

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 109,676 178,145

繰延ヘッジ損益 △18,971 36,550

その他の包括利益累計額合計 90,704 214,695

純資産合計 16,496,594 16,941,685

負債純資産合計 26,972,017 28,363,111
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 35,575,749 31,132,135

売上原価 32,534,831 28,359,684

売上総利益 3,040,918 2,772,450

販売費及び一般管理費 2,298,195 2,187,641

営業利益 742,723 584,808

営業外収益

受取利息 45,226 30,708

受取配当金 11,103 12,718

為替差益 23,732 4,723

売電収入 ― 39,782

その他 60,842 64,647

営業外収益合計 140,904 152,580

営業外費用

支払利息 47,607 47,220

支払手数料 31,166 31,244

売電費用 ― 32,905

その他 16,829 22,102

営業外費用合計 95,604 133,472

経常利益 788,022 603,917

税金等調整前四半期純利益 788,022 603,917

法人税等 258,471 186,006

四半期純利益 529,551 417,910

親会社株主に帰属する四半期純利益 529,551 417,910
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 529,551 417,910

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △56,452 68,469

繰延ヘッジ損益 △5,493 55,521

その他の包括利益合計 △61,946 123,991

四半期包括利益 467,604 541,901

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 467,604 541,901

非支配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29年３月期第３四半期決算短信

－7－




