
平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年2月10日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 ヤマエ久野株式会社 上場取引所 福
コード番号 8108 URL http://www.yamaehisano.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 網田 日出人
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員管理統轄 （氏名） 池田 勲 TEL 092-474-0711
四半期報告書提出予定日 平成29年2月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期第3四半期 289,624 2.2 3,285 △0.6 3,658 0.7 2,312 3.3
28年3月期第3四半期 283,448 6.0 3,304 49.4 3,634 47.7 2,239 △1.2

（注）包括利益 29年3月期第3四半期 3,021百万円 （3.6％） 28年3月期第3四半期 2,917百万円 （△8.1％）

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

29年3月期第3四半期 114.55 ―
28年3月期第3四半期 110.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第3四半期 145,713 41,996 28.8
28年3月期 124,072 39,382 31.7
（参考）自己資本 29年3月期第3四半期 41,950百万円 28年3月期 39,338百万円

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

28年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
29年3月期 ― ― ―
29年3月期（予想） 20.00 20.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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
親会社株主に帰属する

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 390,000 5.8 4,100 5.5 4,650 5.4 2,300 △32.0 113.96



(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 ： 無

(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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続は終了しています。

※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」 をご覧ください。

※ 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 ： 有
②①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） 29年3月期3Q 20,519,212 株 28年3月期 20,519,212 株
② 期末自己株式数 29年3月期3Q 336,820 株 28年3月期 336,420 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期3Q 20,182,568 株 28年3月期3Q 20,183,201 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我が国経済は、政府による経済政策などを背景に企業収

益や雇用・所得環境は緩やかな改善傾向にあるものの、企業の設備投資は慎重な姿勢を堅持し

ているなど景気は横ばい圏で推移し、海外では中国をはじめとする新興アジアの景気減速や英国

の EU 離脱問題、米国新政権により起きる影響など先行きが不透明な状況で推移してまいりまし

た。 

一方、当企業グループが主に属する流通業界におきましては、生活必需品に対する消費者の

低価格志向が継続し、消費全般の回復は足踏み状況にあり、物流コストのアップやオーバーストア

などに起因する激しい価格競争の中で生き残りをかけた機能充実とローコスト競争がさらに厳しく

なっております。 

このような環境の下、当企業グループは、連結子会社 15 社および持分法適用関連会社１社を

含め、物流を伴う現物問屋として、安心安全な商品の安定供給に全力を尽くすとともに、情報・物

流・リテールサポート・品揃え・品質管理などの各機能を充実させた提案を行い、関連各部門およ

び各子会社との連携強化による総合力を活かした商流の構築と共同配送事業の拡大に努めてま

いりました。 

また、新規取引先の獲得や既存取引先でのシェアーアップに一段と努力いたしました結果、売

上高は2,896億24百万円（前年同四半期比2.2％増）となり、61億76百万円の増収となりました。 

一方、利益面におきましては、グループ一丸となって、販売益の確保ならびにローコストオペレ

ーションの追求による経費の節減に努力いたしました結果、営業利益は32億85百万円（前年同四

半期比0.6％減）、経常利益は36億58百万円（前年同四半期比0.7％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は23億12百万円（前年同四半期比3.3％増）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ216億42百万円増

加し、1,457億13百万円となりました。主な要因は、「現金及び預金」の増加額104億74百万円、「受

取手形及び売掛金」の増加額87億29百万円によるものです。負債の部においては前連結会計年

度末に比べ190億28百万円増加し、1,037億17百万円となりました。主な要因は、「支払手形及び

買掛金」の増加額199億49百万円、「長期借入金」の減少額30億28百万円によるものです。 

また、純資産においては前連結会計年度末に比べ26億14百万円増加し、419億96百万円となり

ました。主な要因は、「利益剰余金」の増加額19億８百万円、「その他有価証券評価差額金」の増

加額７億48百万円によるものです。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成28年５月10日に公表いたしました連結業績予想の変更はありません。 
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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 

該当事項はありません。 

（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。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微でありま

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の適用） 

  「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：百万円)

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 11,878 22,352

受取手形及び売掛金 41,077 49,806

電子記録債権 586 678

商品及び製品 6,948 9,378

仕掛品 39 18

原材料及び貯蔵品 280 312

その他 7,334 7,638

貸倒引当金 △922 △838

流動資産合計 67,220 89,345

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,358 17,287

土地 21,086 20,223

その他（純額） 6,268 5,438

有形固定資産合計 44,712 42,948

無形固定資産

ソフトウエア 990 816

その他 117 266

無形固定資産合計 1,106 1,082

投資その他の資産

投資有価証券 9,055 10,283

その他 2,148 2,224

貸倒引当金 △170 △168

投資その他の資産合計 11,034 12,339

固定資産合計 56,852 56,369

資産合計 124,072 145,713

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 41,552 61,501

短期借入金 9,582 9,657

未払法人税等 1,450 94

賞与引当金 791 447

災害損失引当金 － 18

厚生年金基金解散損失引当金 － 35

その他 12,982 16,535

流動負債合計 66,358 88,286

固定負債

長期借入金 10,396 7,368

役員退職慰労引当金 311 256

厚生年金基金解散損失引当金 35 －

退職給付に係る負債 809 742

その他 6,781 7,065

固定負債合計 18,332 15,431

負債合計 84,690 103,717
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(単位：百万円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,026 1,026

資本剰余金 949 948

利益剰余金 33,126 35,034

自己株式 △345 △346

株主資本合計 34,755 36,663

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,570 5,318

退職給付に係る調整累計額 13 △31

その他の包括利益累計額合計 4,582 5,288

非支配株主持分 45 46

純資産合計 39,382 41,996

負債純資産合計 124,072 145,713
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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：百万円)
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 283,448 289,624

売上原価 260,038 265,101

売上総利益 23,411 24,523

販売費及び一般管理費 20,106 21,239

営業利益 3,304 3,285

営業外収益

受取利息 10 9

受取配当金 98 105

仕入割引 50 50

持分法による投資利益 62 83

貸倒引当金戻入額 － 86

雑収入 411 321

営業外収益合計 630 654

営業外費用

支払利息 164 133

売上割引 55 53

雑損失 82 96

営業外費用合計 301 282

経常利益 3,634 3,658

特別利益

固定資産売却益 54 52

災害見舞金 － 38

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 55 90

特別損失

固定資産除売却損 166 52

減損損失 23 34

投資有価証券評価損 － 8

災害による損失 － 314

災害損失引当金繰入額 － 18

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 35 －

特別損失合計 224 426

税金等調整前四半期純利益 3,464 3,321

法人税、住民税及び事業税 1,183 673

法人税等調整額 46 332

法人税等合計 1,229 1,005

四半期純利益 2,235 2,316

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

△5 4

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,239 2,312
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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：百万円)
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 2,235 2,316

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 750 750

退職給付に係る調整額 △71 △43

持分法適用会社に対する持分相当額 3 △2

その他の包括利益合計 683 705

四半期包括利益 2,917 3,021

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,922 3,017

非支配株主に係る四半期包括利益 △5 4
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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。 
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