
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ヨータイ 上場取引所 大 
コード番号 5357 URL http://www.yotai.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 四宮 和生
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 江波 二郎 TEL 072-430-2100

四半期報告書提出予定日 平成20年11月11日 配当支払開始予定日 平成20年12月10日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 11,203 ― 540 ― 610 ― 314 ―
20年3月期第2四半期 9,488 0.9 414 53.9 466 43.9 265 85.8

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2四半期 13.92 ―
20年3月期第2四半期 11.75 11.67

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2四半期 26,917 14,623 54.3 646.51
20年3月期 24,491 14,490 59.2 640.47

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,623百万円 20年3月期  14,490百万円

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 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 21,000 8.0 880 8.3 950 10.2 560 22.7 24.76

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. 本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数
値と異なる結果と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。 

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2四半期  25,587,421株 20年3月期  25,587,421株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,967,896株 20年3月期  2,962,998株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  22,622,004株 20年3月期第2四半期  22,628,406株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、資源価格の高騰及び世界的な金融不安・株価下落等によ

り景気の減速感がさらに強まりました。 

 このような経済環境のもとで、当社グループの当第２四半期連結累計期間の経営成績については、活発

な受注活動により売上高は112億３百万円となり、売上原価は、原料および燃料の高騰によるコストアッ

プを吸収すべく原価削減に努めたこと等により、94億95百万円となりました。  

 この結果、売上総利益は17億８百万円となり、販売費及び一般管理費11億67百万円を差引いた営業利益

は５億40百万円となりました。  

 営業外損益については、営業外収益は１億９百万円、営業外費用は40百万円となりました。  

 この結果、経常利益は６億10百万円、税金等調整前四半期純利益は５億86百万円、四半期純利益は３億

14百万円となりました。 

  
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、269億17百万円であり、前連結会計年度末に比べ24億25百万

円増加しました。これは主として、受取手形及び売掛金、たな卸資産の増加によるものであります。  

 負債は、122億93百万円であり、前連結会計年度末に比べ22億92百万円増加しました。これは主とし

て、短期借入金の増加によるものであります。 

 純資産は、146億23百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億33百万円増加しました。これは主とし

て、利益剰余金の増加によるものであります。  

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は54.3％となり、財政状態は概ね良好であると

判断しております。  

  
  

本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提

としており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

②棚卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③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。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月次総平均法による原価法に

よっておりましたが、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として月次総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これに伴う、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。 

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,096,667 1,113,082

受取手形及び売掛金 10,252,988 8,783,292

有価証券 400 －

製品 2,623,227 2,580,998

原材料 2,877,650 1,753,149

仕掛品 384,986 544,736

その他 527,522 392,815

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 17,761,642 15,166,274

固定資産   

有形固定資産 5,767,429 5,897,685

無形固定資産 104,064 107,700

投資その他の資産   

投資有価証券 3,054,565 3,092,888

その他 391,014 318,071

貸倒引当金 △161,159 △90,676

投資その他の資産合計 3,284,420 3,320,284

固定資産合計 9,155,914 9,325,669

資産合計 26,917,557 24,491,944
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,378,129 2,851,222

短期借入金 4,600,000 2,850,000

未払法人税等 282,133 209,938

役員賞与引当金 11,280 22,600

その他 1,411,772 1,325,512

流動負債合計 9,683,315 7,259,272

固定負債   

長期借入金 600,000 600,000

退職給付引当金 1,232,697 1,313,946

その他 777,829 828,411

固定負債合計 2,610,527 2,742,358

負債合計 12,293,843 10,001,631

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,654,519 2,654,519

資本剰余金 1,750,465 1,750,465

利益剰余金 9,579,453 9,377,786

自己株式 △520,186 △518,921

株主資本合計 13,464,252 13,263,850

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 973,844 1,044,841

繰延ヘッジ損益 △1,633 △2,221

為替換算調整勘定 187,251 183,842

評価・換算差額等合計 1,159,461 1,226,462

純資産合計 14,623,714 14,490,313

負債純資産合計 26,917,557 24,491,944

－5－

株式会社ヨータイ（5357）　平成21年3月期第2四半期決算短信



(2) 【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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 11,203,745 

売上原価 9,495,162 

売上総利益 1,708,582 

販売費及び一般管理費 1,167,891 

営業利益 540,690 

営業外収益 

受取利息 7,246 

受取配当金 30,515 

デリバティブ評価益 37,961 

その他 34,015 

営業外収益合計 109,738 

営業外費用 

支払利息 22,689 

為替差損 15,546 

その他 1,778 

営業外費用合計 40,015 

経常利益 610,414 

特別利益 

投資有価証券売却益 1,465 

特別利益合計 1,465 

特別損失 

投資有価証券評価損 22,866 

固定資産除却損 2,095 

ゴルフ会員権評価損 180 

特別損失合計 25,142 

税金等調整前四半期純利益 586,736 

法人税、住民税及び事業税 266,000 

法人税等調整額 5,947 

法人税等合計 271,947 

四半期純利益 314,789 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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 586,736 

減価償却費 395,793 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 67,987 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △81,249 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,320 

受取利息及び受取配当金 △37,761 

支払利息 22,689 

固定資産除却損 2,095 

投資有価証券売却損益（△は益） △1,465 

投資有価証券評価損益（△は益） 22,866 

売上債権の増減額（△は増加） △1,471,792 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,033,030 

仕入債務の増減額（△は減少） 492,448 

その他 △95,841 

小計 △1,141,841 

利息及び配当金の受取額 37,706 

利息の支払額 △22,689 

法人税等の支払額 △182,642 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,309,466 

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 △235,265 

投資有価証券の取得による支出 △104,217 

投資有価証券の売却による収入 1,734 

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,747 

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） 1,750,000 

自己株式の取得による支出 △1,265 

配当金の支払額 △112,844 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,635,889 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,090 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,414 

現金及び現金同等物の期首残高 1,113,082 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,096,667 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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 前中間連結損益計算書 

                

 
  

  

  

  

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 9,488,450 100.0

Ⅱ 売上原価 8,049,683 84.8

   売上総利益 1,438,767 15.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,023,929 10.8

   営業利益 414,837 4.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 7,653

 ２ 受取配当金 32,240

 ３ 不動産賃貸料 19,027

 ４ その他 14,787 73,708 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 17,602

 ２ その他 4,021 21,624 0.3

   経常利益 466,921 4.9

Ⅵ 特別利益 ─ ─ ─

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 245 245 0.0

   税金等調整前 
   中間純利益

466,675 4.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

178,000

   法人税等調整額 22,698 200,698 2.1

   中間純利益 265,976 2.8
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