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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 776 ― △39 ― △34 ― △16 ―

20年3月期第1四半期 1,153 △16.7 94 377.9 90 505.1 69 ―

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 △3.67 ―

20年3月期第1四半期 15.87 ―

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 5,609 1,843 32.9 419.77
20年3月期 5,626 1,945 34.6 442.79

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,843百万円 20年3月期  1,945百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 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 1,900 ― 85 ― 70 ― 60 ― 13.72
通期 4,350 △15.6 210 △18.5 180 △20.9 140 26.2 32.02

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、3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、3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) 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。 
(2) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  4,495,000株 20年3月期  4,495,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  102,218株 20年3月期  102,218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  4,392,782株 20年3月期第1四半期  4,393,119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、原油及び原材料価格の高騰に伴う利益率の悪化、米国経済の減速の影

響などから企業収益は減少に転じ、設備投資も減速いたしました。個人消費についても、所得の伸びが低迷
するなか、物価上昇懸念が高まったため、消費者心理は大きく悪化いたしました。
　このような状況のもと当社グループの経営成績は、売上高7億7千6百万円(前年同期比32.7％減)、利益面に
つきましては、利益確保を最重要課題として取り組んだものの、営業損失3千9百万円(前年同期は9千4百万円
の営業利益)、経常損失3千4百万円(前年同期は9千万円の経常利益)、四半期純損失1千6百万円(前年同期は6
千9百万円の四半期純利益)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は56億9百万円となり、前連結会計年度末と比較して1千7百万

円の減少となりました。
　資産の部では、流動資産は29億1千7百万円となり前連結会計年度末と比較して5千2百万円の増加となりま
した。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金やたな卸資産が増加したことによ
るものです。
　固定資産は、26億9千2百万円となり前連結会計年度末と比較して6千9百万円の減少となりました。これは
主に、機械装置及び運搬具の減少によるものです。
　負債の部では、流動負債は27億9千万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、支払手形及び買掛金の増加や未払費用の増加によるものです。
　固定負債は、9億7千4百万円となり前連結会計年度末と比較して5千3百万円の減少となりました。これは主
に、長期借入金の減少によるものです。
　純資産の部では、純資産合計は18億4千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億1百万円の減少と
なりました。これは主に、為替換算調整勘定の減少や利益剰余金の減少によるものです。
　自己資本比率は、前連結会計年度末の34.6％から32.9％となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当該四半期における業績は概ね計画どおりに推移しており、平成20年5月23日に公表した業績予想に変更は

ありません。
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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)

該当事項はありません。

(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
① 棚卸資産の評価方法
　 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
② 固定資産の減価償却費の算定方法
　 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。

(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
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、原価法から原価法(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。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、
それぞれ9,981千円増加しております。

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平
成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
　これによる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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,329,081 1,228,957

受取手形及び売掛金 719,541 1,124,307

製品 73,454 52,074

原材料 93,559 87,187

仕掛品 537,814 255,387

その他 164,822 118,246

貸倒引当金 △910 △910

流動資産合計 2,917,362 2,865,249

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 550,683 625,920

土地 1,048,320 1,048,320

その他 357,067 362,318

有形固定資産合計 1,956,071 2,036,559

無形固定資産 23,689 25,832

投資その他の資産   

その他 741,935 727,839

貸倒引当金 △29,500 △28,500

投資その他の資産合計 712,435 699,339

固定資産合計 2,692,196 2,761,731

資産合計 5,609,559 5,626,981

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 982,471 898,399

短期借入金 1,528,820 1,532,957

賞与引当金 29,598 90,970

受注損失引当金 8,213 500

その他 241,829 131,347

流動負債合計 2,790,932 2,654,175

固定負債   

長期借入金 465,268 521,199

退職給付引当金 274,648 263,284

役員退職慰労引当金 174,930 186,668

その他 59,842 56,594

固定負債合計 974,689 1,027,746

負債合計 3,765,621 3,681,921
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31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 115,190 153,268

自己株式 △57,243 △57,243

株主資本合計 1,844,352 1,882,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,881 45,947

為替換算調整勘定 △48,295 16,681

評価・換算差額等合計 △414 62,628

純資産合計 1,843,938 1,945,059

負債純資産合計 5,609,559 5,626,981

㈱ヤマザキ (6147) 平成21年3月期　第1四半期決算短信

- 5 -



(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 776,730

売上原価 630,338

売上総利益 146,391

販売費及び一般管理費  

役員報酬 34,979

給料及び手当 51,526

賞与引当金繰入額 7,991

退職給付費用 4,627

役員退職慰労引当金繰入額 3,342

貸倒引当金繰入額 1,000

その他 82,368

販売費及び一般管理費合計 185,835

営業損失（△） △39,443

営業外収益  

受取利息 5,729

受取配当金 1,694

為替差益 9,116

その他 494

営業外収益合計 17,034

営業外費用  

支払利息 9,480

その他 2,747

営業外費用合計 12,228

経常損失（△） △34,637

特別利益 －

特別損失  

固定資産除却損 3,717

特別損失合計 3,717

税金等調整前四半期純損失（△） △38,355

法人税、住民税及び事業税 1,621

法人税等調整額 △23,862

法人税等合計 △22,241

四半期純損失（△） △16,113
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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

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

該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約） 前四半期連結損益計算書

前第1四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

科目 金額(千円)

売上高 1,153,378

売上原価 868,978

　売上総利益 284,399

販売費及び一般管理費 190,365

　営業利益 94,034

営業外収益 8,201

営業外費用 11,739

　経常利益 90,496

特別利益 ―

特別損失 ―

　税金等調整前四半期純利益 90,496

税金費用 20,778

　四半期純利益 69,718
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