
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成24年８月10日

【四半期会計期間】 第115期第１四半期 (自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)

【会社名】 株式会社ヨータイ

【英訳名】 YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　馬　場　和　徳

【本店の所在の場所】 大阪府貝塚市二色中町８番１

【電話番号】 (072)430-2100

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　江　波　二　郎

【最寄りの連絡場所】 大阪府貝塚市二色中町８番１

【電話番号】 (072)430-2100

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　江　波　二　郎

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

　 (大阪市中央区北浜１丁目８番16号)

　

　

EDINET提出書類

株式会社　ヨータイ(E01147)

四半期報告書

 1/17



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次
第114期
第１四半期
連結累計期間

第115期
第1四半期
連結累計期間

第114期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 5,513 5,288 21,716

経常利益 (百万円) 478 432 1,627

四半期(当期)純利益 (百万円) 295 271 895

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 282 190 875

純資産額 (百万円) 14,866 15,423 15,345

総資産額 (百万円) 21,572 21,706 21,819

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 13.18 12.13 39.94

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ─

自己資本比率 (％) 68.9 71.1 70.3

　
(注) 1.　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

2.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はあ

りません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要とエコカー補助金の政策

効果に支えられたものの、欧州経済の混迷による円高の長期化や、新興国の一部景気減速懸念による先行

き不安など、景気の下振れリスクが存在する先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループは、このような情勢下においても活発な受注活動を展開しましたが、当第１四半期連結累

計期間の売上高は52億88百万円と前年同四半期に比べ２億24百万円の減収となり、営業利益は３億78百

万円と前年同四半期に比べ55百万円減少し、経常利益は４億32百万円と前年同四半期に比べ45百万円の

減少となりました。

四半期純利益につきましては、２億71百万円と前年同四半期に比べ23百万円の減少となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（耐火物等）

耐火物等事業につきましては、当第１四半期連結累計期間の売上高は44億86百万円となり、前年同四半

期に比べ１億12百万円の減収、セグメント利益は５億84百万円となり、前年同四半期に比べ58百万円の減

少となりました。

（エンジニアリング）

エンジニアリング事業につきましては、当第１四半期連結累計期間の売上高は８億１百万円となり、前

年同四半期に比べ１億11百万円の減収、セグメント利益は１億６百万円となり、前年同四半期に比べ７百

万円の減少となりました。
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（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の資産合計は、217億６百万円であり、前連結会計年度に比べ１億12百万円

減少しました。これは主として、現金及び預金の増加１億71百万円、製品の増加92百万円等があるものの、

投資有価証券の減少２億７百万円、繰延税金資産の減少１億12百万円等によるものであります。 

　当第１四半期連結会計期間の負債合計は、62億82百万円であり、前連結会計年度に比べ１億90百万円減

少しました。これは主として、支払手形及び買掛金の増加１億68百万円等があるものの、未払法人税等の

減少３億88百万円等によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間の純資産合計は、154億23百万円であり、前連結会計年度に比べ78百万円増加

しました。これは主として、その他有価証券評価差額金の減少１億41百万円等があるものの、利益剰余金

の増加１億59百万円等によるものであります。　

　この結果、当第１四半期連結会計期間の自己資本比率は71.1％となり、財政状態は概ね良好であると判

断しております。 

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

　

（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は33百万円であります。

　
（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

今後の経済の見通しにつきましては、東日本大震災の復興需要は見込まれるものの、円高の長期化、電

力の供給不足による国内産業の空洞化の進行と長期化する欧州債務危機等により、景気の先行きは不透

明感が増してくると考えられます。

このような状況から、耐火物業界は、国際的資源問題、輸入品との競合も含めてグローバルな視点より

事業の改善を図っていく必要に迫られています。

当社グループといたしましては、財務体質の強化を図るとともに、製造・販売・開発の連携を強化し、

将来を見据えた生産体制の改革を進めながら、多様化するニーズや国際的な潮流に対応しつつ、業績の向

上に努めてまいります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 25,587,421 25,587,421
大阪証券取引所
市場第一部

単元株式数1,000株

計 25,587,421 25,587,421― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
　

(百万円)

資本金残高
　

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年４月１日～
平成24年６月30日

─ 25,587 ─ 2,654 ─ 1,710

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

3,171,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

22,286,000
22,286 ―

単元未満株式
　

普通株式 130,421 ― ―

発行済株式総数 25,587,421― ―

総株主の議決権 ― 22,286 ―

(注) 1.　「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社所有の自己株式であります。

2.　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権の数３個)含まれており

ます。

3.　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式546株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ヨータイ

大阪府貝塚市二色中町
８番１

3,171,000― 3,171,000 12.39

計 ― 3,171,000― 3,171,000 12.39

　

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,118,157 1,289,546

受取手形及び売掛金 ※1
 9,801,906

※1
 9,796,961

製品 2,147,525 2,239,536

仕掛品 357,122 350,867

原材料及び貯蔵品 1,565,994 1,511,961

その他 287,357 195,673

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 15,276,263 15,382,746

固定資産

有形固定資産 4,453,284 4,462,432

無形固定資産 55,917 58,164

投資その他の資産

投資有価証券 1,915,363 1,707,601

その他 175,428 142,973

貸倒引当金 △57,076 △47,166

投資その他の資産合計 2,033,715 1,803,407

固定資産合計 6,542,916 6,324,004

資産合計 21,819,180 21,706,751
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,320,655 ※1
 2,489,359

短期借入金 550,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 451,765 63,409

賞与引当金 － 139,720

役員賞与引当金 22,400 5,580

その他 1,372,048 1,137,867

流動負債合計 5,016,869 4,885,936

固定負債

退職給付引当金 1,055,019 1,078,484

その他 402,080 318,562

固定負債合計 1,457,099 1,397,047

負債合計 6,473,969 6,282,983

純資産の部

株主資本

資本金 2,654,519 2,654,519

資本剰余金 1,750,465 1,750,465

利益剰余金 11,139,933 11,299,709

自己株式 △558,070 △558,144

株主資本合計 14,986,849 15,146,551

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 387,595 245,873

為替換算調整勘定 △29,233 31,342

その他の包括利益累計額合計 358,361 277,216

純資産合計 15,345,211 15,423,767

負債純資産合計 21,819,180 21,706,751
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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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 5,513,250 5,288,536

売上原価 4,541,279 4,404,432

売上総利益 971,970 884,104

販売費及び一般管理費 538,548 505,682

営業利益 433,422 378,422

営業外収益

受取利息 1,935 1,670

受取配当金 25,738 26,293

為替差益 7,511 15,320

その他 12,290 14,113

営業外収益合計 47,476 57,398

営業外費用

支払利息 1,966 1,995

デリバティブ評価損 163 －

その他 365 1,309

営業外費用合計 2,496 3,304

経常利益 478,402 432,516

特別利益

固定資産売却益 15,585 －

投資有価証券売却益 405 －

特別利益合計 15,990 －

特別損失

固定資産除却損 2,791 347

投資有価証券評価損 － 7,089

特別損失合計 2,791 7,437

税金等調整前四半期純利益 491,601 425,079

法人税、住民税及び事業税 86,000 56,000

法人税等調整額 110,055 97,224

法人税等合計 196,055 153,224

少数株主損益調整前四半期純利益 295,546 271,855

少数株主利益 － －

四半期純利益 295,546 271,855
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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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 295,546 271,855

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31,949 △141,721

為替換算調整勘定 19,275 60,575

その他の包括利益合計 △12,673 △81,145

四半期包括利益 282,872 190,709

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 282,872 190,709

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更等】

　

当第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)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益はそれぞれ2,847千円増加しております。

　

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

※１　期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。　

　なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

受取手形 75,702千円 83,788千円

支払手形 ― 252千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第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)

減価償却費 153,414千円 142,184千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

1. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年５月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 112,098 5.0平成23年３月31日 平成23年6月29日

　

2. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　

　　 該当事項はありません。

　

　

当第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)

1. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年5月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 112,079 5.0平成24年３月31日 平成24年６月28日

　
2. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　

　　 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23年４月１日  至  平成23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：千円)

　
報告セグメント

耐火物等 エンジニアリング 合計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,599,559 913,690 5,513,250

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 4,599,559 913,690 5,513,250

セグメント利益 642,688 114,017 756,705

　

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及び当該差額

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 756,705

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △323,283

四半期連結損益計算書の営業利益 433,422

　(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　
Ⅱ  当第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)

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：千円)

　
報告セグメント

耐火物等 エンジニアリング 合計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,486,736 801,799 5,288,536

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 4,486,736 801,799 5,288,536

セグメント利益 584,118 106,241 690,360

　

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及び当該差額

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 690,360

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △311,937

四半期連結損益計算書の営業利益 378,422

　(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第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)

１株当たり四半期純利益金額 13円18銭 12円13銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 295,546 271,855

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 295,546 271,855

普通株式の期中平均株式数(株) 22,419,513 22,415,709

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【その他】

平成24年５月14日開催の取締役会において、平成24年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次の

とおり期末配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額　　　　　　　　　　　112,079千円 

② 1株当たりの金額　　　　　　　　　　　　5.00円 

③ 配当の効力発生日　　　　　　 平成24年６月28日 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成24年８月７日

株式会社ヨータイ

取締役会　御中

　

 有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　田　茂　　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　出　田　吉　孝　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ヨータイの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平
成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６
月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヨータイ及び連結子会社の平成24年
６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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