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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 1,261 △10.1 44 4.0 60 15.2 50 32.8
25年3月期第1四半期 1,403 22.4 42 172.0 52 243.8 38 207.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 50百万円 （44.5％） 25年3月期第1四半期 34百万円 （201.7％）

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

26年3月期第1四半期 0.36 ―
25年3月期第1四半期 0.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 11,694 8,896 76.1
25年3月期 11,749 8,985 76.5
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  8,896百万円 25年3月期  8,985百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

25年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 1.00 1.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 2,600 △3.7 70 15.0 75 6.4 55 0.9 0.40
通期 5,200 1.0 175 10.0 185 3.5 152 0.5 1.09



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、（添付資料）4ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 143,611,765 株 25年3月期 143,611,765 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 4,461,405 株 25年3月期 4,461,405 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 139,150,360 株 25年3月期1Q 139,150,376 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大規模な金融緩和による株価上昇や円高是正等に

より個人消費が拡大するとともに、米国での住宅市場や雇用環境の改善の影響も受け、景気は回復の動

きがみられました。他方、中国の経済成長率が鈍化していることや欧州では景気の低迷が継続している

ため、依然として不確実性を有しております。 

このような状況のもと、当社グループでは、生産効率の徹底的な効率化による直接費の削減およびキ

ャパシティコストを削減する事で、売上は前年同期より減少したものの、利益は堅調に推移いたしまし

た。 

その結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は1,261百万円（前年同四半期比10.1%減）、営業利益

は44百万円（前年同四半期比4.0％増）、経常利益は60百万円（前年同四半期比15.2％増）、四半期純

利益は50百万円（前年同四半期比32.8％増）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（金属製品事業） 

主要取引先である自動車業界において円高是正の恩恵はあったものの、欧州や中国向け並びに政策効

果が無くなった国内需要の減少の影響をうけ、受注獲得は苦戦いたしました。しかし、製造工程のカイ

ゼン活動やキャパシティコストの削減により、利益は堅調に推移いたしました。 

その結果、売上高は798百万円（前年同四半期比6.2％減）、営業利益は60百万円（前年同四半期比

7.6％増）となりました。 

（電線・ケーブル事業） 

電線・ケーブル事業においても、主力製品であるハーネスや組立装置等の受注が伸び悩み、相対的に

低調に推移いたしました。 

その結果、売上高は406百万円（前年同四半期比17.4％減）、営業利益は12百万円（前年同四半期比

17.5%減）となりました。  

（不動産事業） 

不動産事業におきましては、既存物件の稼働率につき一定の水準を確保しており、顧客の離反率も低

下したことによりメンテナンスコスト等も削減ができたため、相対的に順調に推移いたしました。 

その結果、売上高は57百万円（前年同四半期比1.3%増）、営業利益は29百万円（前年同四半期比

6.0％増）となりました。 

（その他） 

その他事業においては、主として投資事業から構成されており、安全性の高い資産に投資対象を限定

することにより運用リスクを低減させております。当第１四半期は再投資に向けて準備していたことに

より、厳しい結果になりました。 

その結果、売上高0百万円（前年同四半期比98.1％減）、営業損失は1百万円（前年同四半期は営業利

益2百万円）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

㈱ヤマシナ（5955）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

2ページ



  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、5,140百万円となりました。これは、受取手形

及び売掛金が41百万円が増加したこと及び現金及び預金が27百万円、たな卸資産が23百万円減少したこ

と等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、6,553百万円となりました。これは、リース資

産が8百万円、投資有価証券が7百万円減少したこと等によるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて7.4%増加し、1,085百万円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が16百万円、未払配当金が62百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.3％減少し、1,711百万円となりました。これは、長期借入

金が34百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、8,896百万円となりました。これは、利益剰余金

が50百万円増加したこと及び資本剰余金が139百万円減少したこと等によるものであります。 

  

 連結業績予想につきましては、「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期連結

累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,557,232 2,529,285

受取手形及び売掛金 1,577,774 1,619,243

商品及び製品 445,223 380,266

仕掛品 128,537 145,961

原材料及び貯蔵品 350,121 374,575

その他 119,654 92,221

貸倒引当金 △864 △914

流動資産合計 5,177,678 5,140,639

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,311,528 1,309,120

土地 4,430,861 4,430,861

その他（純額） 575,394 568,677

有形固定資産合計 6,317,784 6,308,659

無形固定資産   

その他 59,239 50,465

無形固定資産合計 59,239 50,465

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,151,475 1,151,475

その他 244,512 238,175

貸倒引当金 △1,201,475 △1,195,239

投資その他の資産合計 194,512 194,412

固定資産合計 6,571,537 6,553,537

資産合計 11,749,215 11,694,176

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 385,083 401,734

短期借入金 382,896 362,896

未払法人税等 21,131 11,855

賞与引当金 9,975 24,592

環境対策引当金 2,479 2,479

その他 209,744 282,313

流動負債合計 1,011,311 1,085,870

固定負債   

長期借入金 274,051 239,152

退職給付引当金 339,184 343,558

環境対策引当金 29,176 28,556

その他 1,109,987 1,100,421

固定負債合計 1,752,399 1,711,687

負債合計 2,763,711 2,797,558

㈱ヤマシナ（5955）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

5ページ



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,900,400 3,900,400

資本剰余金 2,882,058 2,742,908

利益剰余金 928,016 978,676

自己株式 △131,719 △131,719

株主資本合計 7,578,755 7,490,265

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 121 △274

土地再評価差額金 1,406,627 1,406,627

その他の包括利益累計額合計 1,406,748 1,406,352

純資産合計 8,985,504 8,896,617

負債純資産合計 11,749,215 11,694,176
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,403,978 1,261,733

売上原価 1,141,707 1,021,604

売上総利益 262,271 240,129

販売費及び一般管理費 219,460 195,622

営業利益 42,811 44,506

営業外収益   

受取利息 875 949

受取配当金 183 7,364

受取手数料 6,732 －

貸倒引当金戻入額 － 6,236

その他 7,421 5,903

営業外収益合計 15,212 20,454

営業外費用   

支払利息 4,029 3,379

その他 1,618 1,224

営業外費用合計 5,647 4,603

経常利益 52,376 60,357

特別利益   

固定資産売却益 59 －

保険解約返戻金 － 1,249

特別利益合計 59 1,249

特別損失   

固定資産売却損 425 34

固定資産除却損 859 437

営業所閉鎖損失 2,100 －

特別損失合計 3,384 471

税金等調整前四半期純利益 49,051 61,135

法人税、住民税及び事業税 10,899 10,475

法人税等合計 10,899 10,475

少数株主損益調整前四半期純利益 38,152 50,660

四半期純利益 38,152 50,660
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 38,152 50,660

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,363 △396

その他の包括利益合計 △3,363 △396

四半期包括利益 34,789 50,263

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 34,789 50,263

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 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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