
 

 

平成19年12月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）

 平成19年4月26日

会社名　ＹＫＴ株式会社 （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：2693）

（ＵＲＬ　http://www.ykt.co.jp　）  

問合せ先　代表者役職・氏名　代表取締役社長　渡邉　隆司 ＴＥＬ：（03）3467－1582

責任者役職・氏名　財務部長　　　　伊藤　博之  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　：　有

（内容）税金費用の計上基準及びその他一部の会計処理については簡便な方法を採用しております。

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　：　有

（内容）微科帝貿易股份有限公司（台湾）を設立し連結子会社としております。

２．平成19年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年１月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第１四半期 3,736 (△29.1) 106 (△41.1) 116 (△41.9) 58 (△50.8)

18年12月期第１四半期 5,269 (42.9) 181 (60.0) 200 (59.2) 119 (50.1)

（参考）18年12月期 17,704 (△11.6) 470 (△23.1) 507 (△26.4) 266 (△28.1)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年12月期第１四半期 4 99 4 96

18年12月期第１四半期 10 13 10 9

（参考）18年12月期 22 59 22 43

　（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は対前年同四半期増減率を示しております。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当四半期におけるわが国経済は、企業業績の改善等により景気は拡大基調に推移しました。また、企業の設備投資も引

き続き順調に推移し、当社の主要な取引先である、電機、自動車及び工具業界におきましても高水準な設備投資が続きま

した。

　当社グループの当四半期の経営成績は、前年同期と比較して工作機械、測定機器は比較的順調に推移したものの、電子

機器需要の回復が遅れたことにより売上高が37億３千６百万円（前年同期比29.1％減）となりました。損益面では国内販

売比率の増加により利益率は改善しましたが、経常利益が１億１千６百万円（前年同期比41.9％減）、四半期純利益は５

千８百万円（前年同期比50.8％減）となりました。

　売上高を商品別に見ますと、電子部品実装機等の電子機器は、海外ユーザーの設備投資が前半低調だったため、20億４

千８百万円（前年同期比26.1％減）、工作機械は自動車関連向けに円筒研削盤、工具業界向けに工具研削盤が順調に推移

し７億３千３百万円（前年同期比6.6％減）、測定機器は２億６千４百万円（前年同期比17.3％減）、産業機械は主力の

コーティングシステムの販売実績がなく５千７百万円（前年同期比92.8％減）、光電子部品は１億４百万円（前年同期比

5.5％減）、その他（保守部品、役務等）は５億２千６百万円（前年同期比10.0％増）となりました。
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(2）財政状態（連結）の変動状況 （百万円未満切捨）

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

19年12月期第１四半期 11,200 6,269 56.0 530 69

18年12月期第１四半期 12,486 6,329 50.7 535 68

（参考）18年12月期 11,144 6,320 56.7 534 97

【連結キャッシュ・フローの状況】

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期第１四半期 △340 16 △167 2,237

18年12月期第１四半期 △373 △706 △1,410 2,244

（参考）18年12月期 312 △810 △1,513 2,725

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当四半期における総資産は112億円となり、前連結会計年度末比５千５百万円の増加となりました。

　これは主として社債の償還３億円がありましたが、電子機器のたな卸資産が増加したこと等によるものであります。

　また、純資産は利益剰余金が２千９百万円減少したこと等により62億６千９百万円となり、自己資本比率は56.0％となっ

ております。

　当四半期のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は３億４千万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が１億１千９百

万円になったものの、電子機器の海外販売強化のため、たな卸資産が４億９千８百万円増加したこと等によるものであり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の獲得した資金は１千６百万円となりました。これは主として投資有価証券の売却による収入４百万円等があっ

たことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は１億６千７百万円となりました。これは主として社債の償還による支出３億円等があっ

たことによるものであります。

［参考］

平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 8,200 230 120

通　期 18,400 510 270

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　22円85銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　平成18年12月期　決算短信発表時（平成19年２月15日）に公表した業績予想と変更はありません。

　なお、上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後起こりうる様々

な要因により、異なる可能性があります。

○　添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表

（要約）四半期連結損益計算書

（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

販売の状況
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１．（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年12月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 2,287,576 2,244,046 43,530 1.9 2,775,638

受取手形及び売掛金 2,981,263 3,919,103 △937,840 △23.9 2,530,010

たな卸資産 1,561,824 1,537,057 24,767 1.6 1,062,712

その他 283,504 520,229 △236,724 △45.5 632,382

流動資産合計 7,114,169 8,220,437 △1,106,267 △13.5 7,000,743

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産 2,467,929 2,483,234 △15,304 △0.6 2,461,653

無形固定資産 113,242 130,066 △16,824 △12.9 120,912

投資その他の資産 1,505,066 1,652,715 △147,649 △8.9 1,561,111

固定資産合計 4,086,237 4,266,016 △179,778 △4.2 4,143,676

資産合計 11,200,407 12,486,453 △1,286,046 △10.3 11,144,420

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形及び買掛金 1,736,024 2,593,120 △857,095 △33.1 1,577,651

一年以内返済予定長期
借入金

928,946 550,400 378,546 68.8 801,696

一年以内償還予定社債 60,000 660,000 △600,000 △90.9 360,000

その他 545,854 744,772 △198,917 △26.7 477,601

流動負債合計 3,270,825 4,548,292 △1,277,467 △28.1 3,216,948

Ⅱ　固定負債      

社債 360,000 420,000 △60,000 △14.3 360,000

長期借入金 1,050,373 866,600 183,773 21.2 984,172

その他 249,634 322,085 △72,450 △22.5 262,957

固定負債合計 1,660,007 1,608,685 51,322 3.2 1,607,129

負債合計 4,930,832 6,156,978 △1,226,145 △19.9 4,824,077
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科目

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年12月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 － 1,371,512 － － －

Ⅱ　資本剰余金 － 1,997,995 － － －

Ⅲ　利益剰余金 － 2,640,360 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

－ 318,865 － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 － 2,508 － － －

Ⅵ　自己株式 － △1,766 － － －

資本合計 － 6,329,475 － － －

負債及び資本合計 － 12,486,453 － － －

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,371,512 － － － 1,371,512

資本剰余金 1,997,995 － － － 1,997,995

利益剰余金 2,669,284 － － － 2,698,981

自己株式 △2,570 － － － △2,835

株主資本合計 6,036,222 － － － 6,066,103

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差
額金

221,751 － － － 239,819

繰延ヘッジ損益 2,057 － － － 9,398

為替換算調整勘定 9,543 － － － 5,021

評価・換算差額等合計 233,352 － － － 254,238

純資産合計 6,269,574 － － － 6,320,342

負債純資産合計 11,200,407 － － － 11,144,420
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２．（要約）四半期連結損益計算書

科目

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成18年12月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,736,183 5,269,611 △1,533,427 △29.1 17,704,165

Ⅱ　売上原価 3,089,915 4,523,937 △1,434,021 △31.7 14,948,679

売上総利益 646,268 745,674 △99,405 △13.3 2,755,485

Ⅲ　販売費及び一般管理費 539,520 564,384 △24,864 △4.4 2,285,042

営業利益 106,747 181,289 △74,541 △41.1 470,443

Ⅳ　営業外収益 30,237 36,430 △6,193 △17.0 121,882

Ⅴ　営業外費用 20,472 17,181 3,290 19.2 84,659

経常利益 116,512 200,538 △84,025 △41.9 507,666

Ⅵ　特別利益 3,352 9,769 △6,417 △65.7 9,951

Ⅶ　特別損失 － 220 △220 △100.0 1,223

税金等調整前四半期（当
期）純利益

119,865 210,088 △90,222 △42.9 516,394

税金費用 60,953 90,408 △29,455 △32.6 249,481

四半期（当期）純利益 58,911 119,679 △60,767 △50.8 266,912
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期連結株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高（千円） 1,371,512 1,997,995 2,698,981 △2,385 6,066,103

当四半期中の変動額

剰余金の配当   △88,608  △88,608

四半期純利益   58,911  58,911

自己株式の取得    △184 △184

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額）

     

当四半期中の変動額合計（千円） - - △29,697 △184 △29,881

平成19年３月31日　残高（千円） 1,371,512 1,997,995 2,669,284 △2,570 6,036,222

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成18年12月31日　残高（千円） 239,819 9,398 5,021 254,238 6,320,342

当四半期中の変動額

剰余金の配当     △88,608

四半期純利益     58,911

自己株式の取得     △184

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額）

△18,067 △7,340 4,521 △20,886 △20,886

当四半期中の変動額合計（千円） △18,067 △7,340 4,521 △20,886 △50,767

平成19年３月31日　残高（千円） 221,751 2,057 9,543 233,352 6,269,574
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
当四半期

（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期）

（参考）
平成18年12月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純利益 119,865 210,088 516,394

減価償却費 15,149 14,129 63,710

売上債権の減少額（△増加額） △484,765 △407,562 959,892

たな卸資産の減少額（△増加額） △498,419 △341,360 133,362

仕入債務の増加額（△減少額） 193,230 585,770 △408,552

その他 350,197 △160,517 △485,520

小計 △304,741 △99,453 779,286

法人税等の支払額 △29,025 △271,933 △443,700

その他 △6,397 △2,421 △23,264

営業活動によるキャッシュ・フロー △340,165 △373,808 312,321

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △13,754 △714,157 △720,308

無形固定資産の取得による支出 － △4,350 △37,649

投資有価証券の取得による支出 △298 △298 △1,291

投資有価証券の売却による収入 4,132 － 12,915

その他 26,145 12,386 △64,628

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,224 △706,419 △810,962

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の返済による支出 － △1,200,000 △1,200,000

長期借入れによる収入 400,000 － 930,000

長期借入金の返済による支出 △206,549 △161,640 △722,772

社債の償還による支出 △300,000 － △360,000

配当金の支払額 △60,566 △48,427 △159,566

その他 △184 △459 △1,078

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,299 △1,410,526 △1,513,416

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,178 △3,930 △1,035

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △488,061 △2,494,684 △2,013,092

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,725,638 4,738,731 4,738,731

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,237,576 2,244,046 2,725,638
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５．販売の状況

　当四半期の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期）

（参考）
平成18年12月期

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

電子機器 2,048,795 54.8 2,770,852 52.6 9,837,099 55.6

工作機械 733,966 19.7 786,170 14.9 3,047,021 17.2

測定機器 264,525 7.1 320,034 6.1 1,094,367 6.2

産業機械 57,684 1.5 803,385 15.2 1,243,077 7.0

光電子部品 104,530 2.8 110,558 2.1 590,590 2.9

その他 526,681 14.1 478,609 9.1 1,973,006 11.1

合計 3,736,183 100.0 5,269,611 100.0 17,704,165 100.0

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．主要な輸出先、輸出販売高及び割合は次のとおりであります。

なお、（　）内は総販売実績に対する輸出の割合であります。

輸出先

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期）

（参考）
平成18年12月期

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

アジア 904,616 100.0 1,472,109 100.0 5,482,604 99.5

その他 34 0.0 568 0.0 27,502 0.5

合計
904,650

（24.2％）
100.0

1,472,678

（28.0％）
100.0

5,510,106

（31.1％）
100.0
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