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ヤマハ㈱(7951) 平成28年３月期 第１四半期決算短信

１．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連

結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、当

第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余

金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。ま

た、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の

配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。

加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表

示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結

財務諸表の組替を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び事業

分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点から将

来にわたって適用しております。

　この結果、当第１四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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ヤマハ㈱(7951) 平成28年３月期 第１四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 79,300 84,262

受取手形及び売掛金 61,663 56,261

商品及び製品 58,477 66,117

仕掛品 13,303 13,681

原材料及び貯蔵品 16,002 17,609

その他 20,240 19,901

貸倒引当金 △1,354 △1,459

流動資産合計 247,632 256,373

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 35,754 36,648

機械装置及び運搬具（純額） 13,405 13,217

工具、器具及び備品（純額） 10,275 10,466

土地 49,207 49,116

リース資産（純額） 375 352

建設仮勘定 4,139 3,174

有形固定資産合計 113,158 112,976

無形固定資産

のれん 12,179 11,601

その他 3,455 3,488

無形固定資産合計 15,635 15,090

投資その他の資産

投資有価証券 144,836 137,011

その他 8,923 8,474

貸倒引当金 △151 △144

投資その他の資産合計 153,608 145,342

固定資産合計 282,402 273,408

資産合計 530,034 529,782
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 23,194 25,639

短期借入金 11,748 15,895

1年内返済予定の長期借入金 28 30

未払金及び未払費用 34,902 28,784

未払法人税等 2,156 1,959

引当金 3,915 3,465

その他 5,030 8,610

流動負債合計 80,976 84,386

固定負債

長期借入金 92 93

退職給付に係る負債 31,712 30,935

その他 68,501 65,292

固定負債合計 100,306 96,321

負債合計 181,282 180,707

純資産の部

株主資本

資本金 28,534 28,534

資本剰余金 40,054 40,054

利益剰余金 186,436 188,361

自己株式 △3,711 △3,713

株主資本合計 251,314 253,237

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 87,188 81,791

繰延ヘッジ損益 215 △209

土地再評価差額金 18,085 18,085

為替換算調整勘定 △9,106 △4,910

退職給付に係る調整累計額 △1,611 △1,433

その他の包括利益累計額合計 94,771 93,322

非支配株主持分 2,666 2,514

純資産合計 348,752 349,075

負債純資産合計 530,034 529,782

決算短信 （宝印刷）  2015年07月27日 11時02分 4ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

-4-



ヤマハ㈱(7951) 平成28年３月期 第１四半期決算短信

（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：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 99,601 105,533

売上原価 61,327 63,766

売上総利益 38,274 41,767

販売費及び一般管理費 32,038 32,915

営業利益 6,235 8,851

営業外収益

受取利息 168 149

受取配当金 246 284

その他 159 185

営業外収益合計 574 619

営業外費用

売上割引 564 663

為替差損 218 65

その他 172 279

営業外費用合計 955 1,009

経常利益 5,854 8,462

特別利益

固定資産売却益 18 24

特別利益合計 18 24

特別損失

固定資産除却損 30 66

投資有価証券評価損 － 0

減損損失 － 137

特別損失合計 30 204

税金等調整前四半期純利益 5,842 8,282

法人税、住民税及び事業税 1,703 1,986

法人税等調整額 △67 113

法人税等合計 1,635 2,099

四半期純利益 4,206 6,182

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

129 △69

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,077 6,251
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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：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 4,206 6,182

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,070 △5,408

繰延ヘッジ損益 200 △425

為替換算調整勘定 △2,022 4,043

退職給付に係る調整額 224 178

持分法適用会社に対する持分相当額 5 11

その他の包括利益合計 1,478 △1,601

四半期包括利益 5,685 4,581

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,605 4,603

非支配株主に係る四半期包括利益 80 △22
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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。

（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及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

楽器 音響機器 電子部品 その他 合計 調整額
四半期連結
財務諸表
計上額

　売上高

(1) 外部顧客への
売上高

65,710 24,309 3,818 5,762 99,601 99,601

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

161 161 △161

計 65,710 24,309 3,980 5,762 99,762 △161 99,601

　 セグメント利益
　 又は損失（△）

5,800 613 △217 38 6,235 6,235

(注) １ 調整額は、以下のとおりです。

売上高計の調整額△161百万円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。

　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 （のれんの金額の重要な変動）

「楽器」事業において、Line6,Inc.及びその子会社の重要性が増し、連結の範囲に含めたことにより、のれ

んを計上しております。当第１四半期連結累計期間において、当該事象によるのれんの増加額は5,640百万円で

す。

　また、「音響機器」事業において、Revolabs,Inc.及びその子会社の重要性が増し、連結の範囲に含めたこと

により、のれんを計上しております。当第１四半期連結累計期間において、当該事象によるのれんの増加額は

6,388百万円です。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

楽器 音響機器 電子部品 その他 合計 調整額
四半期連結
財務諸表
計上額

　売上高

(1) 外部顧客への
　 売上高

70,805 24,741 3,493 6,493 105,533 105,533

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

142 142 △142

計 70,805 24,741 3,635 6,493 105,676 △142 105,533

　 セグメント利益 7,056 990 366 437 8,851 8,851

(注) １ 調整額は、以下のとおりです。

売上高計の調整額△142百万円は、セグメント間取引消去であります。

決算短信 （宝印刷）  2015年07月27日 11時02分 7ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

-7-



ヤマハ㈱(7951) 平成28年３月期 第１四半期決算短信

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。

　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 （のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

(参考情報)

【顧客の所在地を基礎とした情報】

　前第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）

(単位：百万円）

日本

海外
四半期連結
財務諸表
計上額北米 欧州

アジア・オセア
ニア・その他の

地域
合計

売上高（百万円） 41,098 16,955 17,563 23,983 58,503 99,601

連結売上高に占める
売上高の割合（％）

41.3 17.0 17.6 24.1 58.7 100.0

(注) １ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　 ２ 各区分に属する主な国又は地域

　 北米………………………………………………アメリカ、カナダ

　 欧州………………………………………………ドイツ、フランス、イギリス

　 アジア・オセアニア・その他の地域…………中国、韓国、オーストラリア

　当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

(単位：百万円）

日本

海外
四半期連結
財務諸表
計上額北米 欧州

アジア・オセア
ニア・その他の

地域
合計

売上高（百万円） 39,249 19,881 17,244 29,159 66,284 105,533

連結売上高に占める
売上高の割合（％）

37.2 18.8 16.4 27.6 62.8 100.0

(注) １ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　 ２ 各区分に属する主な国又は地域

　 北米………………………………………………アメリカ、カナダ

　 欧州………………………………………………ドイツ、フランス、イギリス

　 アジア・オセアニア・その他の地域…………中国、韓国、オーストラリア
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【当社グループの所在地を基礎とした情報】

　前第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）

(単位：百万円）

日本 北米 欧州

アジア・オ
セアニア・
その他の
地域

合計 調整額
四半期連結
財務諸表
計上額

　売上高

(1) 外部顧客への
　 売上高

43,694 18,463 17,033 20,410 99,601 99,601

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

38,684 152 474 21,741 61,052 △61,052

計 82,378 18,615 17,508 42,152 160,654 △61,052 99,601

　 セグメント利益
　 又は損失（△）

5,244 △61 29 2,918 8,131 △1,896 6,235

(注) １ 売上高は当社グループの所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　 ２ 各区分に属する主な国又は地域

　 顧客の所在地を基礎とした情報の分類と同じであります。

　 ３ 調整額は、以下のとおりです。

　 売上高計の調整額△61,052百万円は、セグメント間取引消去であります。

　 ４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。

　当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

(単位：百万円）

日本 北米 欧州

アジア・オ
セアニア・
その他の
地域

合計 調整額
四半期連結
財務諸表
計上額

　売上高

(1) 外部顧客への
　 売上高

42,194 21,225 17,435 24,678 105,533 105,533

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

42,216 908 400 24,806 68,331 △68,331

計 84,410 22,134 17,836 49,484 173,865 △68,331 105,533

　 セグメント利益
　 又は損失（△）

5,686 △29 343 3,692 9,692 △840 8,851

(注) １ 売上高は当社グループの所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　 ２ 各区分に属する主な国又は地域

　 顧客の所在地を基礎とした情報の分類と同じであります。

　 ３ 調整額は、以下のとおりです。

　 売上高計の調整額△68,331百万円は、セグメント間取引消去であります。

　 ４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。
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