
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ヤマザキ 上場取引所 JQ 
コード番号 6147 URL http://www.yamazaki-iron.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山崎 隆

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 佐々木 雅通 TEL 053-434-3011
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 890 △57.3 △292 ― △248 ― △262 ―

21年3月期第2四半期 2,085 ― 46 ― 30 ― 10 ―

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2四半期 △60.07 ―

21年3月期第2四半期 2.34 ―

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2四半期 4,539 1,528 33.7 351.04
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2四半期  1,528百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 2,131 △53.1 △477 ― △403 ― △421 ― △96.49
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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、多分に不確実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2四半期 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2四半期  141,718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2四半期 4,372,924株 21年3月期第2四半期 4,392,782株
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当第２四半期連結累計期間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
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、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8億9千万円(前年同期比57.3％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2億9千2百万円(前年同期は営業
利益4千6百万円)、経常損失2億4千8百万円(前年同期は経常利益3千万円)、四半期純損失2億6千2百万円
(前年同期は四半期純利益1千万円)となりました。 
  

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は45億3千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して6
億6千3百万円の減少となりました。 
 資産の部では、流動資産は22億1千9百万円となり前連結会計年度末と比較して7億2千3百万円の減少と
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、23億1千9百万円となり前連結会計年度末と比較して5千9百万円の増加となりました。これ
は主に、有形固定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22億2千5百万円となり前連結会計年度末と比較して3億5千5百万円の減少と
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15億2千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億8千3百万円の
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33.7％となりました。 
  

  

平成21年５月20日に公表しました通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年10
月29日に公表しております「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
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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。 

  

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

- 4 -

㈱ヤマザキ（6147）平成22年3月期　第2四半期決算短信



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,136,949 1,355,537

受取手形及び売掛金 491,131 1,091,746

製品 65,410 63,643

仕掛品 351,596 284,332

原材料及び貯蔵品 118,942 126,163

その他 55,724 21,394

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 2,219,653 2,942,716

固定資産   

有形固定資産   

土地 855,025 786,595

その他（純額） 754,022 758,906

有形固定資産合計 1,609,047 1,545,502

無形固定資産 23,384 22,984

投資その他の資産   

その他 721,897 724,568

貸倒引当金 △34,650 △33,150

投資その他の資産合計 687,247 691,418

固定資産合計 2,319,679 2,259,905

資産合計 4,539,333 5,202,621

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 315,517 696,953

短期借入金 1,755,070 1,725,839

未払法人税等 6,904 34,530

賞与引当金 42,517 48,436

受注損失引当金 35,011 －

その他 70,412 75,596

流動負債合計 2,225,434 2,581,357

固定負債   

長期借入金 262,745 332,307

退職給付引当金 304,168 290,245

役員退職慰労引当金 192,465 185,467

その他 26,347 1,366

固定負債合計 785,725 809,386

負債合計 3,011,160 3,390,743
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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 △124,609 160,051

自己株式 △85,038 △57,243

株主資本合計 1,576,758 1,889,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,253 1,267

為替換算調整勘定 △54,838 △78,603

評価・換算差額等合計 △48,584 △77,335

純資産合計 1,528,173 1,811,878

負債純資産合計 4,539,333 5,202,621
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(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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,085,356 890,469

売上原価 1,662,750 881,525

売上総利益 422,605 8,944

販売費及び一般管理費   

役員報酬 70,506 62,080

給料及び手当 89,106 77,116

賞与引当金繰入額 25,870 11,137

退職給付費用 9,090 9,048

役員退職慰労引当金繰入額 6,859 6,998

貸倒引当金繰入額 2,000 1,500

その他 172,436 133,520

販売費及び一般管理費合計 375,868 301,400

営業利益又は営業損失（△） 46,736 △292,456

営業外収益   

受取利息 8,464 2,069

受取配当金 2,496 1,070

助成金収入 － 61,786

その他 1,997 10,238

営業外収益合計 12,957 75,164

営業外費用   

支払利息 18,433 16,325

為替差損 7,122 12,009

その他 4,047 2,858

営業外費用合計 29,603 31,193

経常利益又は経常損失（△） 30,090 △248,485

特別損失   

固定資産除却損 10,884 3,701

合併関連費用 － 7,932

投資有価証券売却損 － 56

特別損失合計 10,884 11,690

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

19,206 △260,175

法人税、住民税及び事業税 9,161 2,615

法人税等調整額 △212 △93

法人税等合計 8,949 2,521

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,257 △262,697
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,308,625 425,798

売上原価 1,032,411 429,437

売上総利益又は売上総損失（△） 276,213 △3,639

販売費及び一般管理費   

役員報酬 35,526 33,310

給料及び手当 37,579 38,240

賞与引当金繰入額 17,879 7,390

退職給付費用 4,463 4,686

役員退職慰労引当金繰入額 3,517 3,498

貸倒引当金繰入額 1,000 750

その他 90,067 69,425

販売費及び一般管理費合計 190,033 157,301

営業利益又は営業損失（△） 86,180 △160,941

営業外収益   

受取利息 2,734 1,218

受取配当金 802 10

助成金収入 － 27,285

その他 1,502 6,934

営業外収益合計 5,039 35,448

営業外費用   

支払利息 8,952 8,244

為替差損 16,238 8,584

その他 1,299 968

営業外費用合計 26,491 17,797

経常利益又は経常損失（△） 64,728 △143,290

特別損失   

固定資産除却損 7,166 －

合併関連費用 － 270

投資有価証券売却損 － 56

特別損失合計 7,166 326

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

57,561 △143,617

法人税、住民税及び事業税 7,540 1,331

法人税等調整額 23,650 △463

法人税等合計 31,190 868

四半期純利益又は四半期純損失（△） 26,371 △144,485
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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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