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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 464 △40.2 △131 ― △105 ― △118 ―

21年3月期第1四半期 776 ― △39 ― △34 ― △16 ―

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

22年3月期第1四半期 △26.91 ―

21年3月期第1四半期 △3.67 ―

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

22年3月期第1四半期 4,731 1,702 36.0 387.53
21年3月期 5,202 1,811 34.8 412.47

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,702百万円 21年3月期  1,811百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

1,143 △45.2 △235 ― △255 ― △260 ― △59.19

通期 3,353 △26.2 △125 ― △165 ― △175 ― △39.84
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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）  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、4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） 

(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 

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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 4,495,000株 21年3月期  4,495,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  102,218株 21年3月期  102,218株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,392,782株 21年3月期第1四半期 4,392,782株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機による急激な景気の悪化に底打ちの兆しが見え
てきたものの、企業収益や個人消費を圧迫するとともに雇用情勢も悪化するなど、非常に厳しい状況で推
移しており、依然として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、当社グループの経営成績は、売上高4億6千4百万円(前年同期比40.2％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み、引き続き生産コストの削減、製造、管理部
門における経費削減等を行いましたが、受注が減少したことにより、営業損失1億3千1百万円(前年同期は
営業損失3千9百万円)、経常損失1億5百万円(前年同期は経常損失3千4百万円)、四半期純損失1億1千8百万
円(前年同期は四半期純損失1千6百万円)となりました。 
  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は47億3千1百万円となり、前連結会計年度末と比較して4
億7千万円の減少となりました。 
 資産の部では、流動資産は24億6千万円となり前連結会計年度末と比較して4億8千2百万円の減少となり
ました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。 
 固定資産は、22億7千1百万円となり前連結会計年度末と比較して1千1百万円の増加となりました。これ
は主に、有形固定資産が減少したものの、投資その他の資産が増加したことによるものです。 
 負債の部では、流動負債は22億4千3百万円となり前連結会計年度末と比較して3億3千7百万円の減少と
なりました。これは主に、支払手形及び買掛金が減少したことによるものです。 
 固定負債は、7億8千5百万円となり前連結会計年度末と比較して2千3百万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17億2百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億9百万円の減少と
なりました。これは主に、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34.8％から36.0％となりました。 
  

  

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21年5月20日に公表した業績予想に変
更はありません。 
  

  

【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

- 3 -

㈱ヤマザキ（6147）平成22年3月期　第1四半期決算短信



 該当事項はありません。 
  

  

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。 
  

 該当事項はありません。 
  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,141,813 1,355,537

受取手形及び売掛金 796,473 1,091,746

製品 60,338 63,643

仕掛品 280,893 284,332

原材料及び貯蔵品 133,397 126,163

その他 47,733 21,394

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 2,460,550 2,942,716

固定資産   

有形固定資産   

土地 786,595 786,595

その他（純額） 747,898 758,906

有形固定資産合計 1,534,493 1,545,502

無形固定資産 23,513 22,984

投資その他の資産   

その他 747,269 724,568

貸倒引当金 △33,900 △33,150

投資その他の資産合計 713,369 691,418

固定資産合計 2,271,376 2,259,905

資産合計 4,731,927 5,202,621

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 332,786 696,953

短期借入金 1,725,979 1,725,839

未払法人税等 4,458 34,530

賞与引当金 13,353 48,436

受注損失引当金 19,300 －

その他 147,913 75,596

流動負債合計 2,243,791 2,581,357

固定負債   

長期借入金 297,246 332,307

退職給付引当金 296,599 290,245

役員退職慰労引当金 188,967 185,467

その他 3,005 1,366

固定負債合計 785,818 809,386

負債合計 3,029,610 3,390,743
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 19,876 160,051

自己株式 △57,243 △57,243

株主資本合計 1,749,038 1,889,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,754 1,267

為替換算調整勘定 △54,476 △78,603

評価・換算差額等合計 △46,722 △77,335

純資産合計 1,702,316 1,811,878

負債純資産合計 4,731,927 5,202,621
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 776,730 464,671

売上原価 630,338 452,087

売上総利益 146,391 12,584

販売費及び一般管理費   

役員報酬 34,979 28,769

給料及び手当 51,526 38,875

賞与引当金繰入額 7,991 3,747

退職給付費用 4,627 4,361

役員退職慰労引当金繰入額 3,342 3,500

貸倒引当金繰入額 1,000 750

その他 82,368 64,094

販売費及び一般管理費合計 185,835 144,098

営業損失（△） △39,443 △131,514

営業外収益   

受取利息 5,729 850

受取配当金 1,694 1,059

為替差益 9,116 －

助成金収入 － 34,500

その他 494 3,304

営業外収益合計 17,034 39,715

営業外費用   

支払利息 9,480 8,081

為替差損 － 3,424

その他 2,747 1,889

営業外費用合計 12,228 13,395

経常損失（△） △34,637 △105,194

特別損失   

固定資産除却損 3,717 3,701

合併関連費用 － 7,662

特別損失合計 3,717 11,364

税金等調整前四半期純損失（△） △38,355 △116,558

法人税、住民税及び事業税 1,621 1,284

法人税等調整額 △23,862 369

法人税等合計 △22,241 1,653

四半期純損失（△） △16,113 △118,211
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 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

6. その他の情報
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