
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日和産業株式会社 上場取引所 大 

コード番号 2055 URL http://www.nichiwasangyo.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 中橋 正敏

問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 浜門 一人 TEL 078-811-1221

四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

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

21年3月期第1四半期 14,984 ― 162 ― 177 ― 102 ―

20年3月期第1四半期 12,670 20.2 373 184.6 457 90.1 272 82.7

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1四半期 5.07 ―

20年3月期第1四半期 13.54 ―

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1四半期 29,987 15,622 52.1 775.48
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1四半期  15,622百万円 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 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 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  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

第2四半期連結累計期間 29,450 ― 100 ― 200 ― 100 ― 4.96
通期 60,200 13.1 400 △22.2 600 △31.0 300 142.5 14.89

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1四半期  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1四半期  685,581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1四半期  20,145,302株 20年3月期第1四半期  20,147,497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、原油をはじめとする原材料価格の高騰の影響により、関連する商品

が値上げとなり個人消費が伸び悩み、一段と景気の減速感が強まってきました。

配合飼料業界においても同様に、主原料であるとうもろこしのシカゴ穀物相場の高騰は収まらずに、平成

20年４月に配合飼料価格の値上げを行いました。

第１四半期における業績につきましては、配合飼料価格の値上げにより売上高は149億84百万円となりまし

た。営業利益は１億62百万円、経常利益は１億77百万円、四半期純利益は１億２百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

当第１四半期末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ３億97百万円増加し299億87百万円となり

ました。この要因は、受取手形及び売掛金が６億83百万円増加し、現金及び預金が４億21百万円減少したこ

と等によるものであります。

（負債の部）

当第１四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ３億81百万円増加し143億65百万円となり

ました。この要因は、支払手形及び買掛金が７億33百万円増加し、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１四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ15百万円増加し156億22百万円となりま

した。この要因は、その他有価証券評価差額金が16百万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

通期の業績予想につきましては、平成20年５月23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

①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行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減価償却費の算定方法

減価償却費の算定方法について、予算に基づく年間償却予定額を期間按分し、期中の取得、売却又は

除却する固定資産の減価償却費が重要な場合には調整を行う方法により算定しております。

（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）を当第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）を当第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）

前連結会計年度末に係る
当第１四半期連結会計期間末

要約連結貸借対照表
（平成20年６月30日）

（平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,709,513 2,131,335

受取手形及び売掛金 13,821,270 13,137,519

商品 42,324 41,246

製品 203,586 162,917

原材料 3,063,467 2,777,157

仕掛品 361,996 327,364

貯蔵品 8,833 8,107

その他 1,098,899 1,122,178

貸倒引当金 △172,163 △178,283

流動資産合計 20,137,728 19,529,543

固定資産

有形固定資産 5,248,548 5,377,214

無形固定資産 25,000 27,463

投資その他の資産

長期貸付金 3,160,786 3,113,534

破産更生債権等 4,603,098 4,668,919

その他 2,270,812 2,254,263

貸倒引当金 △5,458,000 △5,380,038

投資その他の資産合計 4,576,697 4,656,679

固定資産合計 9,850,246 10,061,358

資産合計 29,987,974 29,590,902
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（単位：千円）

前連結会計年度末に係る
当第１四半期連結会計期間末

要約連結貸借対照表
（平成20年６月30日）

（平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,235,056 5,501,596

短期借入金 6,416,752 6,939,752

未払法人税等 102,676 29,446

賞与引当金 223,311 162,421

その他 1,076,148 994,984

流動負債合計 14,053,944 13,628,201

固定負債

長期借入金 69,009 69,009

退職給付引当金 130,812 159,098

長期未払金 112,040 127,618

固定負債合計 311,861 355,725

負債合計 14,365,805 13,983,926

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 11,808,390 11,807,006

自己株式 △170,037 △169,998

株主資本合計 15,554,228 15,552,883

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 68,084 51,536

繰延ヘッジ損益 △144 2,556

評価・換算差額等合計 67,940 54,092

純資産合計 15,622,169 15,606,976

負債純資産合計 29,987,974 29,590,902
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（２）四半期連結損益計算書
（単位：千円）

当第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）

売上高 14,984,346

売上原価 13,990,134

売上総利益 994,211

販売費及び一般管理費 831,513

営業利益 162,698

営業外収益

受取利息 28,567

受取配当金 6,438

その他 28,032

営業外収益合計 63,038

営業外費用

支払利息 27,524

為替差損 18,671

その他 1,622

営業外費用合計 47,818

経常利益 177,918

特別利益

固定資産売却益 2,672

特別利益合計 2,672

税金等調整前四半期純利益 180,590

法人税､住民税及び事業税 77,419

法人税等調整額 1,059

法人税等合計 78,479

四半期純利益 102,111
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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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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【参考資料】
前第１四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）

前年同四半期

平成20年３月期
科 目

第１四半期

金 額

Ⅰ 売上高 12,670,039

Ⅱ 売上原価 11,508,307

売上総利益 1,161,731

Ⅲ 販売費及び一般管理費 787,917

営業利益 373,814

Ⅳ 営業外収益 128,776

Ⅴ 営業外費用 44,879

経常利益 457,711

税金等調整前四半期純利益 457,711

法人税､住民税及び事業税 184,915

法人税等調整額 －

四半期純利益 272,796
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