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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 3,411 ― 188 ― 145 ― 18 ―

20年3月期第3四半期 3,844 △0.4 247 △5.4 232 △5.4 155 △13.7

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3四半期 4.22 ―

20年3月期第3四半期 35.44 ―

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3四半期 5,733 1,875 32.7 427.02
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3四半期  1,875百万円 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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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  有  
 

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 4,470 2.8 210 68.0 145 52.6 10 △81.8 2.28

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。  

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3四半期  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3四半期  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3四半期  4,392,782株 20年3月期第3四半期  4,392,893株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的
な金融危機による株価の下落や急激な円高等により企業収益は減少に転じ、設備投資も減速し、雇用情勢
も悪化しております。個人消費についても減少しており、景気の減速感を強めております。 
 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34億1千1百万円(前年同期比11.2％減)、利益
面につきましては、利益確保を 重要課題として取り組み、営業利益1億8千8百万円(前年同期比23.9％
減)、経常利益1億4千5百万円(前年同期比37.2％減)、四半期純利益1千8百万円(前年同期比88.1％減)とな
りました。 
 前年同四半期増減率については、当連結会計年度より四半期会計基準等を適用しており、前年同四半期
とは適用される会計基準が異なるため、参考として記載しております。 
  

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は57億3千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して1
億6百万円の増加となりました。 
 資産の部では、流動資産は33億2千万円となり前連結会計年度末と比較して4億5千5百万円の増加となり
ました。これは主に、繰延税金資産が減少したものの、仕掛品が増加したことによるものです。 
 固定資産は、24億1千2百万円となり前連結会計年度末と比較して3億4千9百万円の減少となりました。
これは主に、土地の売却によるものです。 
 負債の部では、流動負債は29億8千6百万円となり前連結会計年度末と比較して3億3千1百万円の増加と
なりました。これは主に、賞与引当金が減少したものの、支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したこ
とによるものです。 
 固定負債は、8億7千1百万円となり前連結会計年度末と比較して1億5千6百万円の減少となりました。こ
れは主に、長期借入金及び繰延税金負債の減少によるものです。 
 純資産の部では、純資産合計は18億7千5百万円となり、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、為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額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32.7％となりました。 
  

  

今後の業績及び経営環境等を勘案し、平成20年10月31日に公表した業績予想を修正いたしました。詳細
は平成21年１月30日公表の「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

  

・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

㈱ヤマザキ（6147）平成21年3月期　第3四半期決算短信

- 2 -



該当事項はありません。 
  

  

 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。 
  

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)を第１四半期連結会計期間より適用しております。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)を第１四半期連結会計期間より適用し、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、当第３四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は、それぞれ12,106千円減少しております。  

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)を第１四半期連結会計期間より適用しております。 
 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  
  

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,223,040 1,228,957

受取手形及び売掛金 1,151,817 1,124,307

製品 84,885 52,074

仕掛品 685,488 255,387

原材料及び貯蔵品 136,367 116,746

その他 39,178 88,687

貸倒引当金 △100 △910

流動資産合計 3,320,677 2,865,249

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 525,004 625,920

土地 848,422 1,048,320

その他（純額） 335,130 362,318

有形固定資産合計 1,708,558 2,036,559

無形固定資産 25,403 25,832

投資その他の資産   

その他 709,980 727,839

貸倒引当金 △31,500 △28,500

投資その他の資産合計 678,480 699,339

固定資産合計 2,412,442 2,761,731

資産合計 5,733,119 5,626,981

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,183,839 898,399

短期借入金 1,651,670 1,532,957

賞与引当金 22,943 90,970

受注損失引当金 335 500

その他 127,261 131,347

流動負債合計 2,986,050 2,654,175

固定負債   

長期借入金 385,946 521,199

退職給付引当金 284,498 263,284

役員退職慰労引当金 181,957 186,668

その他 18,852 56,594

固定負債合計 871,254 1,027,746

負債合計 3,857,305 3,681,921
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 149,823 153,268

自己株式 △57,243 △57,243

株主資本合計 1,878,986 1,882,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,012 45,947

為替換算調整勘定 △20,184 16,681

評価・換算差額等合計 △3,171 62,628

純資産合計 1,875,814 1,945,059

負債純資産合計 5,733,119 5,626,981
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 3,411,796

売上原価 2,660,506

売上総利益 751,290

販売費及び一般管理費  

役員報酬 105,789

給料及び手当 161,495

賞与引当金繰入額 6,225

退職給付費用 13,243

役員退職慰労引当金繰入額 10,369

貸倒引当金繰入額 2,190

その他 263,269

販売費及び一般管理費合計 562,583

営業利益 188,706

営業外収益  

受取利息 10,719

受取配当金 3,068

その他 4,416

営業外収益合計 18,203

営業外費用  

支払利息 27,749

為替差損 27,070

その他 6,123

営業外費用合計 60,944

経常利益 145,966

特別損失  

固定資産売却損 53,878

固定資産除却損 12,136

減損損失 9,239

特別損失合計 75,254

税金等調整前四半期純利益 70,712

法人税、住民税及び事業税 19,407

法人税等調整額 32,785

法人税等合計 52,192

四半期純利益 18,519
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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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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(要約)四半期連結損益計算書 

  

 

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

前第3四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

科目 金額(千円)

売上高 3,844,044

売上原価 3,018,979

 売上総利益 825,065

販売費及び一般管理費 577,159

 営業利益 247,906

営業外収益 27,158

営業外費用 42,524

 経常利益 232,540

特別損失 2,439

 税金等調整前四半期純利益 230,100

税金費用 74,437

 四半期純利益 155,663
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