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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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 親会社株主に帰属する四
半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 89,828 7.9 530 ― 738 139.5 389 △28.7
27年3月期第1四半期 83,232 1.6 38 △79.9 308 △9.7 545 ―

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 462百万円 （△39.1％） 27年3月期第1四半期 759百万円 （―％）

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

28年3月期第1四半期 19.25 ―
27年3月期第1四半期 27.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 123,308 37,221 30.1
27年3月期 121,065 37,062 30.6
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 37,175百万円 27年3月期 37,013百万円

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

27年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） ― ― 10.00 10.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 親会社株主に帰属する
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) 180,000 4.7 1,000 30.4 1,100 10.8 700 △33.8 34.68
通期 360,000 3.1 3,000 13.6 3,300 10.1 2,700 2.2 133.77



(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」 をご覧ください。 

(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ますが、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います。 

※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。 
 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、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 ： 有
②①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） 28年3月期1Q 20,519,212 株 27年3月期 20,519,212 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 335,821 株 27年3月期 335,730 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 20,183,436 株 27年3月期1Q 20,183,873 株



○添付資料の目次 

１．当四半期決算に関する定性的情報 .....................................................................................2 

（１）経営成績に関する説明 .................................................................................................2 

（２）財政状態に関する説明 .................................................................................................2 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ..............................................................2 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ................................................................................3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ........................................................3 

（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 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ........................................................3 

３．四半期連結財務諸表 .......................................................................................................4 

（１）四半期連結貸借対照表 ................................................................................................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 ...................................................6 

四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 ...........................................................................................6 

四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 ...........................................................................................7 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ..........................................................................8 

（継続企業の前提に関する注記） ......................................................................................8 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ...........................................................8 

ヤマエ久野㈱　（8108）　平成28年3月期　第1四半期決算短信

- 1 -



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我が国経済は、企業業績と雇用環境の改善や設備投資が

増加傾向を示すなど緩やかな回復基調が続いているものの、海外景気の下振れ懸念など先行き

が不透明な状況で推移してまいりました。 

一方、当企業グループが主に属する流通業界におきましては、個人所得の改善が遅れ、先行き

の不安感から生活必需品に対する消費者の節約・低価格志向が続き、消費全般の基調は楽観視

できない状況にあり、オーバーストアなどに起因する激しい価格競争の中で生き残りをかけた機能

充実とローコスト競争がさらに厳しくなっております。 

このような環境の下、当企業グループは、連結子会社15社、非連結子会社１社および持分法適

用関連会社１社を含め、物流を伴う現物問屋として、安心安全な商品の安定供給に全力を尽くす

とともに、情報・物流・リテールサポート・品揃え・品質管理などの各機能を充実させた提案を行い、

関連各部門および各子会社との連携強化による総合力を活かした商流の構築と共同配送事業の

拡大に努めてまいりました。 

また、新規取引先の獲得や既存取引先でのシェアーアップに努力いたしました結果、売上高は

898億28百万円（前年同四半期比7.9％増）となり、65億96百万円の増収となりました。 

一方、利益面におきましては、グループ一丸となって、販売益の確保ならびにローコストオペレ

ーションの追求による経費の節減に努力いたしました結果、営業利益は５億30百万円（前年同四

半期は営業利益38百万円）、経常利益は７億38百万円（前年同四半期比139.5％増）、また前期に

発生した負ののれん発生益がなくなったことなどから、親会社株主に帰属する四半期純利益は３

億89百万円（前年同四半期比28.7％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における総資産は、前連結会計年度末に比べ22億43百万円増

加し、1,233億８百万円となりました。主な要因は、「現金及び預金」の増加額10億77百万円、「受取

手形及び売掛金」の増加額４億26百万円によるものです。負債の部においては前連結会計年度

末に比べ20億85百万円増加し、860億88百万円となりました。主な要因は、「支払手形及び買掛

金」の増加額11億90百万円、「短期借入金」の増加額11億58百万円によるものです。 

また、純資産においては前連結会計年度末に比べ１億59百万円増加し、372億21百万円となり

ました。主な要因は、「その他有価証券評価差額金」の増加額98百万円、「利益剰余金」の増加額

86百万円によるものです。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成27年５月８日に公表いたしました連結業績予想の変更はありません。 
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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。 

（３）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えを

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。 

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はあり

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：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 10,526 11,602

受取手形及び売掛金 39,919 40,346

電子記録債権 510 543

商品及び製品 7,222 7,245

仕掛品 19 18

原材料及び貯蔵品 272 255

その他 6,635 6,715

貸倒引当金 △1,053 △1,026

流動資産合計 64,050 65,697

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,820 15,587

土地 21,744 21,655

その他（純額） 7,167 7,831

有形固定資産合計 44,731 45,073

無形固定資産

ソフトウエア 843 796

その他 249 309

無形固定資産合計 1,091 1,105

投資その他の資産

投資有価証券 9,389 9,543

退職給付に係る資産 65 86

その他 2,478 2,512

貸倒引当金 △739 △708

投資その他の資産合計 11,193 11,434

固定資産合計 57,015 57,612

資産合計 121,065 123,308

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 40,336 41,526

短期借入金 8,857 10,015

未払法人税等 326 418

賞与引当金 773 541

その他 12,226 11,963

流動負債合計 62,519 64,463

固定負債

長期借入金 13,295 13,527

役員退職慰労引当金 295 273

厚生年金基金解散損失引当金 － 35

退職給付に係る負債 378 385

その他 7,516 7,404

固定負債合計 21,484 21,624

負債合計 84,003 86,088
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,026 1,026

資本剰余金 946 946

利益剰余金 30,111 30,197

自己株式 △345 △345

株主資本合計 31,738 31,824

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,779 4,877

退職給付に係る調整累計額 495 475

その他の包括利益累計額合計 5,274 5,351

非支配株主持分 49 45

純資産合計 37,062 37,221

負債純資産合計 121,065 123,308
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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：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 83,232 89,828

売上原価 76,977 82,885

売上総利益 6,255 6,943

販売費及び一般管理費 6,218 6,413

営業利益 38 530

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 47 50

仕入割引 18 16

持分法による投資利益 － 11

貸倒引当金戻入額 121 58

雑収入 173 166

営業外収益合計 362 302

営業外費用

支払利息 48 55

売上割引 19 17

持分法による投資損失 4 －

雑損失 21 22

営業外費用合計 91 94

経常利益 308 738

特別利益

固定資産売却益 1 2

負ののれん発生益 509 －

特別利益合計 510 2

特別損失

固定資産除売却損 33 6

減損損失 － 17

投資有価証券評価損 50 －

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 － 35

特別損失合計 83 58

税金等調整前四半期純利益 735 682

法人税、住民税及び事業税 260 440

法人税等調整額 △83 △143

法人税等合計 177 297

四半期純利益 558 385

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（△）

13 △4

親会社株主に帰属する四半期純利益 545 389
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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 558 385

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 219 96

退職給付に係る調整額 △21 △21

持分法適用会社に対する持分相当額 2 1

その他の包括利益合計 201 77

四半期包括利益 759 462

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 746 465

非支配株主に係る四半期包括利益 13 △4
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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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