
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

   

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（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 ％

26年３月期第２四半期 1,212 △5.3 17 ― 39 ― 31 ―
25年３月期第２四半期 1,279 41.4 △6 ― △33 ― △37 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 66百万円( ―％) 25年３月期第２四半期 △42百万円( ―％)

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

26年３月期第２四半期 7.28 7.22
25年３月期第２四半期 △8.66 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 4,458 1,363 30.5
25年３月期 4,350 1,295 29.7

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 1,359百万円 25年３月期 1,293百万円

２．配当の状況

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

25年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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 2,800 △2.8 90 12.7 40 △51.5 90 48.7 20.67

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

     

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 4,495,000株 25年３月期 4,495,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 141,718株 25年３月期 141,718株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 4,353,282株 25年３月期２Ｑ 4,353,282株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。

※ 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、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、四半期決算短信(添付資料P2)「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。



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………… 2 

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………… 2 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………… 2 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………… 3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 3 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 3 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 3 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 4 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4 

（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 ………………………… 6 

   四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 6 

   四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………… 7 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 8 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………… 9 

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………… 9 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………… 9 

  

○添付資料の目次

- 1 -

㈱ヤマザキ（6147）平成26年3月期　第2四半期決算短信



  

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレ脱却に向けた政府の経済政策や金融緩和策

などを背景として、円高の是正進行から株価が回復し、景況感に明るい兆しが見られました。しかしな

がら、依然として海外景気の下振れリスクが続いており、国内経済においても、物価の上昇や消費増税

による個人消費に与える影響が懸念される等、先行きの不透明な状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループにおきましては、顧客第一主義に徹し、積極的な営業活動を展

開したものの、売上高は12億1千2百万円(前年同期比5.3％減)となりました。利益面につきましては、

生産コストの削減、経費削減等の効果により、営業利益は1千7百万円(前年同期は営業損失6百万円)と

なり、営業外収益において円安の進行による為替差益の計上により経常利益は3千9百万円(前年同期は

経常損失3千3百万円)、四半期純利益は3千1百万円(前年同期は四半期純損失3千7百万円)となりまし

た。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は44億5千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して

1億8百万円の増加となりました。 

 資産の部では、流動資産は23億7千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して2千4百万円の減少と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少が仕掛品等の増加を上回ったことによるもので

す。 

 固定資産は、20億7千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億3千3百万円の増加となりまし

た。これは主に、有形固定資産等の増加によるものです。 

 負債の部では、流動負債は24億3千2百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億3千6百万円の増

加となりました。これは主に、買掛金、短期借入金等の増加によるものです。 

固定負債は、6億6千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して9千5百万円の減少となりました。こ

れは主に、長期借入金等の減少によるものです。 

 純資産の部では、純資産合計は13億6千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して6千7百万円の増

加となりました。これは主に、利益剰余金、為替換算調整勘定等の増加によるものです。 

自己資本比率は、前連結会計年度末の29.7％から30.5％となりました。 

  

平成26年3月期の業績予想につきましては、平成25年5月10日に公表いたしました数値から変更はあり

ません。 

  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,100,658 1,127,947

受取手形及び売掛金 892,113 556,015

製品 58,231 46,756

仕掛品 235,404 526,568

原材料及び貯蔵品 82,047 85,123

その他 35,274 36,375

流動資産合計 2,403,729 2,378,786

固定資産   

有形固定資産   

土地 786,595 786,595

その他（純額） 502,238 652,187

有形固定資産合計 1,288,834 1,438,783

無形固定資産 15,819 16,356

投資その他の資産   

その他 665,586 648,265

貸倒引当金 △23,913 △23,637

投資その他の資産合計 641,673 624,628

固定資産合計 1,946,327 2,079,767

資産合計 4,350,056 4,458,554

負債の部   

流動負債   

買掛金 116,421 201,893

短期借入金 1,997,665 2,092,832

未払法人税等 4,991 8,723

賞与引当金 42,565 44,339

受注損失引当金 16,293 －

その他 117,754 84,350

流動負債合計 2,295,692 2,432,138

固定負債   

長期借入金 408,916 311,460

退職給付引当金 281,430 279,734

その他 68,427 72,162

固定負債合計 758,774 663,357

負債合計 3,054,467 3,095,495
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 958,400 958,400

資本剰余金 828,006 828,006

利益剰余金 △324,348 △292,663

自己株式 △85,038 △85,038

株主資本合計 1,377,019 1,408,704

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 35,900 41,369

為替換算調整勘定 △119,464 △90,129

その他の包括利益累計額合計 △83,564 △48,759

新株予約権 2,134 3,113

純資産合計 1,295,589 1,363,058

負債純資産合計 4,350,056 4,458,554
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,279,947 1,212,178

売上原価 1,033,365 937,971

売上総利益 246,582 274,206

販売費及び一般管理費   

役員報酬 53,526 56,575

給料及び手当 63,705 67,637

賞与引当金繰入額 10,445 10,222

退職給付費用 2,190 2,201

貸倒引当金繰入額 3,748 －

その他 119,610 120,007

販売費及び一般管理費合計 253,227 256,644

営業利益又は営業損失（△） △6,644 17,562

営業外収益   

受取利息 1,677 3,074

受取配当金 1,548 1,423

為替差益 － 31,575

生命保険配当金 413 －

その他 2,780 5,925

営業外収益合計 6,420 41,998

営業外費用   

支払利息 20,237 18,198

為替差損 10,383 －

その他 3,053 1,930

営業外費用合計 33,674 20,129

経常利益又は経常損失（△） △33,898 39,431

特別損失   

固定資産除却損 10 162

特別損失合計 10 162

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△33,909 39,269

法人税、住民税及び事業税 2,870 6,498

法人税等調整額 938 1,085

法人税等合計 3,809 7,583

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△37,719 31,685

四半期純利益又は四半期純損失（△） △37,719 31,685
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△37,719 31,685

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,420 5,469

為替換算調整勘定 12,117 29,335

その他の包括利益合計 △4,302 34,804

四半期包括利益 △42,022 66,489

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △42,022 66,489

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△33,909 39,269

減価償却費 42,993 52,118

株式報酬費用 603 979

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,748 △275

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,616 1,386

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,415 △16,293

退職給付引当金の増減額（△は減少） △239 △1,727

受取利息及び受取配当金 △3,225 △4,497

支払利息 20,237 18,198

為替差損益（△は益） 7,376 △30,394

固定資産除却損 10 162

売上債権の増減額（△は増加） △60,833 341,796

たな卸資産の増減額（△は増加） △246,165 △272,893

その他の資産の増減額（△は増加） 3,301 8,216

仕入債務の増減額（△は減少） △108,278 81,363

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,956 △21,735

未収消費税等の増減額（△は増加） △4,334 △4,692

その他の負債の増減額（△は減少） △85,526 △14,087

その他 △413 －

小計 △459,580 176,892

利息及び配当金の受取額 3,558 4,498

利息の支払額 △20,639 △18,611

法人税等の支払額 △13,895 △5,064

営業活動によるキャッシュ・フロー △490,557 157,714

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △72,600 △72,600

定期預金の払戻による収入 60,000 60,000

有形固定資産の取得による支出 △2,512 △158,557

無形固定資産の取得による支出 △361 －

投資有価証券の取得による支出 △4,729 △899

貸付金の回収による収入 1,752 1,895

保険積立金の積立による支出 △6,881 △6,897

その他 36 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,295 △177,071

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 510,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △73,011 △102,289

財務活動によるキャッシュ・フロー 436,988 △2,289

現金及び現金同等物に係る換算差額 478 6,735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,386 △14,910

現金及び現金同等物の期首残高 181,549 142,558

現金及び現金同等物の四半期末残高 103,162 127,647
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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