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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年３月21日～2020年９月20日）

（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 ％

2021年３月期第２四半期 20,067 △19.8 1,342 △30.4 1,499 △26.4 1,006 △26.9

2020年３月期第２四半期 25,006 13.4 1,930 65.1 2,038 54.6 1,376 41.5
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 1,872百万円( 39.2％) 2020年３月期第２四半期 1,344百万円( 33.2％)
　

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

2021年３月期第２四半期 39.01 －

2020年３月期第２四半期 52.66 －
　　

（２）連結財政状態

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

2021年３月期第２四半期 38,880 29,358 75.4 1,142.90

2020年３月期 39,889 27,972 70.0 1,082.10
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 29,322百万円 2020年３月期 27,934百万円
　　　

２．配当の状況

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

2020年３月期 － 0.00 － 15.00 15.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３月期(予想) － 15.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年３月21日～2021年３月20日）

(％表示は、対前期増減率)

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 46,500 △9.6 2,400 △34.1 2,640 △31.4 1,840 △23.3 71.28
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 26,927,652株 2020年３月期 26,927,652株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 1,271,854株 2020年３月期 1,112,711株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 25,793,392株 2020年３月期２Ｑ 26,139,767株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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、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
に関する事項については、決算短信（添付資料）の２ページをご覧ください。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、企業収益の大幅

な減少が続いており、雇用情勢や設備投資は弱い動きとなっています。緊急事態宣言解除に伴い、経済活動のレ

ベルが段階的に引き上げられていく中で、個人消費や輸出、生産を中心に持ち直しの動きも見られるものの、感

染収束の長期化や感染の再拡大が懸念されており、今後の景気動向については先行き不透明な状況が続いていま

す。

　建設業界においては、公共建設投資は底堅く推移する一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、民間設

備投資については慎重な動きが見られ、今後の工事受注への影響が懸念されます。また、技能労働者不足による

生産能力の低下、労務費のコストアップ問題等が長期化してきており、当社グループを取り巻く経営環境の先行

きは依然として楽観できない状況にあります。

このような経営環境のもと、当社グループは総力をあげて当社グループの独自の技術・商品を活用し、市場に

寄り添った営業活動、デジタル技術を活用した生産システムの合理化等、業態変革を図ってきました。この結果、

当第２四半期連結累計期間の業績は、受注工事高が前年同四半期比10.9％減の251億９千３百万円、完成工事高が

前年同四半期比19.8％減の200億６千７百万円、営業利益が前年同四半期比30.4％減の13億４千２百万円、経常利

益が前年同四半期比26.4％減の14億９千９百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同四半期比26.9％

減の10億６百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比10億９百万円（2.5％）減の388億８千万円

となりました。資産の部については、主として受取手形・完成工事未収入金及び未成工事支出金等が減少したこ

とによります。

負債の部については、前連結会計年度末比23億９千４百万円（20.1％）減の95億２千２百万円となりました。

これは、主として工事未払金が減少したことによります。

純資産の部については、前連結会計年度末比13億８千５百万円（5.0％）増の293億５千８百万円となりまし

た。これは、主として親会社株主に帰属する四半期純利益を計上した結果、利益剰余金が増加したこと、及びそ

の他有価証券評価差額金が増加したことによります。

②キャッシュ・フローの分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、59億２千１百万円の増加（前年同四半期比52億１千１百万円の増加）

となりました。これは主に売上債権の減少によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、７億７千万円の減少（前年同四半期比８千５百万円の増加）となりま

した。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、４億９千５百万円の減少（前年同四半期比６千９百万円の減少）とな

りました。これは主に配当金の支払額によるものです。

この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末比46億５千５百万円

の増加（前年同四半期比19億８千９百万円の増加）の83億７百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績見通しについては、2020年７月29日付第１四半期決算短信において発表した予想を変更していません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,934,844 8,427,312

受取手形・完成工事未収入金 17,617,832 11,375,515

有価証券 252,606 422,848

未成工事支出金等 2,704,131 1,872,479

その他 884,968 625,923

貸倒引当金 △340 △340

流動資産合計 25,394,043 22,723,741

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,327,937 2,284,202

その他（純額） 3,208,345 3,748,013

有形固定資産合計 5,536,283 6,032,216

無形固定資産

のれん 72,235 56,183

その他 481,032 475,659

無形固定資産合計 553,268 531,842

投資その他の資産

長期性預金 52,410 52,420

投資有価証券 7,450,137 8,879,816

退職給付に係る資産 298,681 366,217

その他 604,393 293,931

投資その他の資産合計 8,405,622 9,592,384

固定資産合計 14,495,174 16,156,444

資産合計 39,889,218 38,880,185

負債の部

流動負債

工事未払金 6,609,377 4,095,061

1年内返済予定の長期借入金 17,906 18,097

未払法人税等 848,613 270,650

未成工事受入金 1,651,083 2,403,737

賞与引当金 932,013 512,901

工事損失引当金 7,013 1,184

引当金 61,806 63,161

その他 1,054,245 1,103,963

流動負債合計 11,182,060 8,468,756

固定負債

長期借入金 344,568 335,477

役員退職慰労引当金 235,591 246,146

その他 154,010 471,701

固定負債合計 734,170 1,053,325

負債合計 11,916,231 9,522,082
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,730,586 4,730,586

利益剰余金 17,924,674 18,543,689

自己株式 △488,862 △588,805

株主資本合計 27,166,398 27,685,470

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 458,536 1,354,121

退職給付に係る調整累計額 309,509 282,510

その他の包括利益累計額合計 768,045 1,636,631

非支配株主持分 38,542 36,001

純資産合計 27,972,986 29,358,103

負債純資産合計 39,889,218 38,880,185
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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 2019年３月21日
　至 2019年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月21日
　至 2020年９月20日)

完成工事高 25,006,498 20,067,283

完成工事原価 22,151,360 17,874,431

完成工事総利益 2,855,138 2,192,852

販売費及び一般管理費 924,998 850,214

営業利益 1,930,140 1,342,637

営業外収益

受取利息 11,937 16,926

受取配当金 117,832 128,104

受取賃貸料 14,655 20,203

その他 16,236 25,956

営業外収益合計 160,661 191,190

営業外費用

支払利息 8,411 8,678

賃貸費用 9,243 15,431

投資有価証券償還損 13,284 7,144

その他 21,602 2,937

営業外費用合計 52,541 34,191

経常利益 2,038,260 1,499,636

税金等調整前四半期純利益 2,038,260 1,499,636

法人税、住民税及び事業税 465,301 236,074

法人税等調整額 196,668 259,864

法人税等合計 661,970 495,939

四半期純利益 1,376,290 1,003,697

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △272 △2,541

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,376,563 1,006,238
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四半期連結包括利益計算書

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 2019年３月21日
　至 2019年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月21日
　至 2020年９月20日)

四半期純利益 1,376,290 1,003,697

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,392 895,584

退職給付に係る調整額 △38,995 △26,998

その他の包括利益合計 △31,603 868,585

四半期包括利益 1,344,687 1,872,282

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,344,959 1,874,824

非支配株主に係る四半期包括利益 △272 △2,541



株式会社ヤマト(1967) 2021年３月期 第２四半期決算短信

-7-

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年３月21日
　至 2019年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月21日
　至 2020年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,038,260 1,499,636

減価償却費 172,137 174,831

のれん償却額 38,222 16,052

受取利息及び受取配当金 △129,769 △145,031

支払利息 8,411 8,678

投資有価証券償還損益（△は益） 13,284 7,144

売上債権の増減額（△は増加） △782,219 6,242,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △677,860 831,652

仕入債務の増減額（△は減少） 13,913 △2,514,316

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,190,839 752,653

その他 △1,000,667 △273,656

小計 884,552 6,599,961

利息及び配当金の受取額 129,769 144,472

利息の支払額 △8,375 △8,728

法人税等の支払額 △295,595 △814,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 710,351 5,921,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △182,413 △574,470

無形固定資産の取得による支出 △23,568 △28,084

投資有価証券の取得による支出 △615,233 △317,366

投資有価証券の償還による収入 95,706 46,168

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△64,103 －

その他 104,629 103,280

投資活動によるキャッシュ・フロー △684,983 △770,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △8,711 △8,900

社債の償還による支出 △60,000 －

自己株式の取得による支出 △130,348 △99,942

配当金の支払額 △365,702 △386,643

財務活動によるキャッシュ・フロー △564,762 △495,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △539,394 4,655,708

現金及び現金同等物の期首残高 6,857,568 3,652,025

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,318,174 8,307,733
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（４）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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３．補足情報

（１）連結受注実績内訳

（単位：千円）

区 分
2020年３月期 2021年３月期

比 較 増 減 増減率
第２四半期 第２四半期

建 築 ・ 土 木 861,356 (3.0%) 861,784 (3.4%) 427 0.0 %

空 調 ・ 衛 生 18,536,744 (65.6) 15,168,315 (60.2) △3,368,428 △18.2

電 気 ・ 通 信 3,971,787 (14.1) 2,440,497 (9.7) △1,531,290 △38.6

水 処 理 プ ラ ン ト 2,659,207 (9.4) 5,743,182 (22.8) 3,083,974 116.0

冷 凍 ・ 冷 蔵 2,236,252 (7.9) 979,670 (3.9) △1,256,582 △56.2

合 計 28,265,348 (100.0) 25,193,450 (100.0) △3,071,898 △10.9

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率

（２）個別受注実績内訳

（単位：千円）

区 分
2020年３月期 2021年３月期

比 較 増 減 増減率
第２四半期 第２四半期

建 築 ・ 土 木 696,514 (2.9%) 615,571 (2.7%) △80,943 △11.6 %

空 調 ・ 衛 生 17,110,386 (70.1) 14,412,098 (64.2) △2,698,287 △15.8

電 気 ・ 通 信 1,737,945 (7.1) 701,683 (3.1) △1,036,261 △59.6

水 処 理 プ ラ ン ト 2,639,752 (10.8) 5,723,914 (25.5) 3,084,162 116.8

冷 凍 ・ 冷 蔵 2,236,252 (9.1) 979,670 (4.5) △1,256,582 △56.2

合 計 24,420,850 (100.0) 22,432,938 (100.0) △1,987,912 △8.1

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率


