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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第1四半期 1,455 △3.6 11 70.1 43 △48.2 20 △37.9
26年3月期第1四半期 1,509 13.4 6 ― 83 ― 32 △36.7

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 △23百万円 （―％） 26年3月期第1四半期 △9百万円 （―％）

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

27年3月期第1四半期 3.19 ―
26年3月期第1四半期 5.08 ―

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

27年3月期第1四半期 10,801 8,764 81.1 1,373.18
26年3月期 10,995 8,915 81.1 1,396.81
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 8,764百万円 26年3月期 8,915百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 21.00 21.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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) 3,100 5.8 90 141.6 210 72.9 140 279.1 21.94
通期 6,350 5.2 230 113.1 480 17.7 350 53.2 54.84



(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 ： 無

(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報告書の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、金融商品取引法
に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施中です。

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
なお、上記予想に関する事項は、［添付資料］Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さ
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） 27年3月期1Q 6,967,473 株 26年3月期 6,967,473 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 585,003 株 26年3月期 585,003 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 6,382,470 株 26年3月期1Q 6,445,830 株
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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税率引き上げ以降、駆け込み需要の反動により、国内

景気は個人消費を中心に落ち込みを見せております。輸出におきましても、海外経済の回復ペースが緩慢だったこ

ともあり、落ち込んだ国内景気を穴埋めするには至りませんでした。民間設備および住宅関連産業におきまして

も、企業収益の好転により民間設備投資には回復の兆しがあるものの、住宅投資を中心に反動減の影響が大きく出

ております。今後については、反動減の影響も一巡し、消費は持ち直すと見込まれ、雇用の改善、賃金の上昇も回

復基調を下支えするとみられています。海外経済においても回復傾向は継続しており、輸出の増加が見込まれると

ともに、設備投資の増加などもあり、景気回復の動きは持続するものと思われます。

当社グループにおきましても、販売部門の組織再編や在外子会社ヨシタケ・ワークス・タイランド株式会社に販

売拠点を新設するなど、販売体制を刷新し営業活動を強化してまいりましたが、反動減や中国をはじめとする新興

国経済の低迷の影響もあり、受注は低調に推移しました。今後におきましては、新たな販売チャネルを生かしたよ

り高度な販売活動を展開するとともに、グループ全体での視点に立った生産活動の合理化やコストダウンを強力に

進め、経営の効率化と業績の向上に努めてまいります。

このような状況のもと、当社グループは引き続き積極的な提案営業を展開しましたが、連結売上高は14億55百万

円（前年同期比3.6％減）となりました。

損益面では、生産の効率化、工数低減やコスト削減を強力に推し進めましたものの、売上減少の影響は大きく、

経常利益は43百万円（前年同期比48.2％減）、四半期純利益は20百万円（前年同期比37.9％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は108億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億94百万円減少しま

した。主に有形固定資産が94百万円減少したことなどによります。

負債は20億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ43百万円減少しました。主に預り金の増加などによりその

他流動負債が88百万円増加したものの、未払法人税等が92百万円減少したことおよび賞与引当金が78百万円減少し

たことなどによります。

純資産は87億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億50百万円減少しました。主に四半期純利益を20百万

円計上したものの、配当金を１億27百万円支払ったことにより利益剰余金が１億７百万円減少したことなどにより

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期連結累計期間の業績は、計画を下回り推移しておりますものの、国内、海外ともに売上は回復傾向

にあり、連結子会社における生産調整などによる一時的な減益要因も解消に向かっております。以上を総合的に勘

案しました結果、平成26年５月20日付決算短信にて開示いたしました予想値に変更はありません。

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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 745,613 729,806

受取手形及び売掛金 1,977,219 1,951,940

商品及び製品 785,936 761,000

仕掛品 526,206 516,948

原材料及び貯蔵品 698,014 732,098

その他 244,081 256,023

流動資産合計 4,977,070 4,947,818

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,136,299 3,121,304

減価償却累計額 △1,654,921 △1,674,806

建物及び構築物（純額） 1,481,377 1,446,497

機械装置及び運搬具 2,819,786 2,800,031

減価償却累計額 △1,525,943 △1,543,952

機械装置及び運搬具（純額） 1,293,842 1,256,079

土地 870,184 865,981

リース資産 80,864 80,864

減価償却累計額 △69,021 △72,439

リース資産（純額） 11,843 8,425

建設仮勘定 8,362 1,603

その他 821,512 827,506

減価償却累計額 △750,698 △763,876

その他（純額） 70,813 63,629

有形固定資産合計 3,736,423 3,642,217

無形固定資産 27,195 28,218

投資その他の資産

投資有価証券 1,871,281 1,815,241

その他 390,994 374,628

貸倒引当金 △7,216 △7,122

投資その他の資産合計 2,255,059 2,182,747

固定資産合計 6,018,678 5,853,182

資産合計 10,995,749 10,801,000
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 574,859 631,798

短期借入金 150,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 28,560 28,560

未払法人税等 122,874 30,027

賞与引当金 161,307 82,434

その他 275,391 363,421

流動負債合計 1,312,992 1,336,240

固定負債

長期借入金 133,360 126,220

リース債務 385 221

役員退職慰労引当金 282,043 223,721

退職給付に係る負債 324,982 323,406

資産除去債務 26,897 26,935

固定負債合計 767,669 700,504

負債合計 2,080,661 2,036,745

純資産の部

株主資本

資本金 1,908,674 1,908,674

資本剰余金 2,657,905 2,657,905

利益剰余金 4,823,118 4,715,815

自己株式 △454,686 △454,686

株主資本合計 8,935,012 8,827,709

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 63,888 60,843

為替換算調整勘定 △83,813 △124,297

その他の包括利益累計額合計 △19,924 △63,454

純資産合計 8,915,087 8,764,255

負債純資産合計 10,995,749 10,801,000

㈱ヨシタケ（6488）平成27年３月期　第１四半期決算短信

- 4 -



（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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

売上高 1,509,396 1,455,114

売上原価 980,079 940,322

売上総利益 529,316 514,792

販売費及び一般管理費 522,442 503,098

営業利益 6,873 11,693

営業外収益

受取利息 14,215 13,372

受取配当金 145 122

持分法による投資利益 23,511 42,455

為替差益 37,510 -

その他 6,683 8,864

営業外収益合計 82,065 64,814

営業外費用

支払利息 714 485

売上割引 2,340 2,377

為替差損 － 29,753

固定資産除売却損 1,443 181

その他 460 193

営業外費用合計 4,959 32,992

経常利益 83,979 43,515

税金等調整前四半期純利益 83,979 43,515

法人税、住民税及び事業税 19,808 21,339

法人税等調整額 31,393 1,830

法人税等合計 51,202 23,169

少数株主損益調整前四半期純利益 32,776 20,346

少数株主利益 － -

四半期純利益 32,776 20,346
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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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 32,776 20,346

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,066 △3,045

為替換算調整勘定 △30,300 △39,300

持分法適用会社に対する持分相当額 1,157 △1,183

その他の包括利益合計 △42,209 △43,529

四半期包括利益 △9,432 △23,182

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,432 △23,182

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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）

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

日本 東南アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 1,473,512 35,883 1,509,396

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,337 260,597 263,934

計 1,476,850 296,480 1,773,330

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
60,974 △28,155 32,818

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 32,818

のれんの償却額 △1,042

棚卸資産の調整額 △24,902

四半期連結損益計算書の営業利益 6,873

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

日本 東南アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 1,366,145 88,969 1,455,114

セグメント間の内部売上高
又は振替高

35,556 239,439 274,996

計 1,401,701 328,409 1,730,111

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
38,659 △29,665 8,993

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 8,993

棚卸資産の調整額 2,700

四半期連結損益計算書の営業利益 11,693
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