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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68期

第３四半期
連結累計期間

第69期
第３四半期
連結累計期間

第68期

会計期間
自 平成24年３月21日
至 平成24年12月20日

自 平成25年３月21日
至 平成25年12月20日

自 平成24年３月21日
至 平成25年３月20日

完成工事高 (千円) 24,491,250 24,976,899 36,147,087

経常利益 (千円) 426,983 315,669 1,020,151

四半期(当期)純利益 (千円) 206,906 164,975 463,702

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 192,293 496,781 960,774

純資産額 (千円) 15,158,411 16,268,449 15,926,128

総資産額 (千円) 23,213,863 25,340,883 25,229,031

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 8.14 6.49 18.25

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 (％) 65.3 64.2 63.1
 

　

回次
第68期

第３四半期
連結会計期間

第69期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年９月21日
至 平成24年12月20日

自 平成25年９月21日
至 平成25年12月20日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 6.14 4.16
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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い

ない。

２．完成工事高には、消費税等は含まれていない。

　　 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いな

い。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はない。

また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四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ない。

なお、重要事象等は存在していない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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ない。

　

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】

（1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、現政権による経済対策や日銀による金融政策へ

の効果と期待から、個人消費に自律的な回復が見られるなど、景気回復に向けた明るい兆しが見られ

るようになった。しかしながら、円安の影響による輸入物価の上昇や海外景気の動向など、リスク要

因もあり引続き政府の景気対策が期待される状況にある。

建設業界においては、復興関連予算の執行による政府建設投資の増加が下支えとなり、民間設備投

資も増加基調で受注環境は回復傾向が鮮明になってきた。一方、収益面については資材・労務費等の

コストアップ要因もあり依然として厳しい状況で推移した。

このような経営環境のもと、当社及びグループ各社は総力をあげて当社グループの独自の技術・商

品を活用した積極的な営業活動、経営の効率化を推進してきた。この結果、当第３四半期連結累計期

間の業績は、受注工事高が前年同四半期比10.3％増の343億３千４百万円、完成工事高が前年同四半

期比2.0％増の249億７千６百万円、営業利益が前年同四半期比33.4％減の２億円、経常利益が前年同

四半期比26.1％減の３億１千５百万円、四半期純利益が前年同四半期比20.3％減の１億６千４百万円

となった。

なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期、特に第４四半

期連結会計期間に偏る傾向がある。

　
（2）財政状態の分析

当第３四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１億１千１百万円（0.4％）増

の253億４千万円となった。資産の部については、売上債権の回収により、受取手形・完成工事未収

入金が29億２千万円減少したが、現金預金が10億４千９百万円、投資有価証券が７億７千２百万円そ

れぞれ増加した。

負債の部については、前連結会計年度末比２億３千万円（2.5％）減の90億７千２百万円となっ

た。未成工事受入金が10億９千３百万円増加したが、工事未払金が７億１千４百万円減少した。

純資産の部については、前連結会計年度末比３億４千２百万円（2.1％）増の162億６千８百万円と

なった。保有株式等の時価の上昇により、その他有価証券評価差額金が３億３千１百万円増加した。
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（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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ない。

　
（4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費は９千９百万円である。なお、当第３四半期連結累

計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。

　

（5）主要な設備

新設、休止、大規模改修、除却、売却等により、当第３四半期連結累計期間に著しい変動があった

設備は、次のとおりである。

（新設）

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容 投資額（千円） 資金調達方法 備考

提　出
会　社

 
本社
（群馬県
　前橋市）
 

設備工事業
加工センター
朝倉工場新築

1,145,365 自己資金
平成25年２月着手
平成25年７月完成
生産能力200％増
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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 60,000,000

計 60,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年12月20日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年１月31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 26,927,652 26,927,652
東京証券取引所
(市場第一部）

単元株式数
1,000株

計 26,927,652 26,927,652 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はない。

　

(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】

　該当事項はない。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はない。

　

(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

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年12月20日 ― 26,927,652 ― 5,000,000 ― 4,499,820
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四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ず、

記載することができないので、直前の基準日である平成25年９月20日現在の株主名簿により記載してい

る。

① 【発行済株式】

   平成25年９月20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

1,526,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

25,109,000
25,109 ―

単元未満株式 普通株式　292,652 ― ―

発行済株式総数 26,927,652 ― ―

総株主の議決権 ― 25,109 ―
 

(注) １　発行済株式はすべて普通株式である。

２　「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権３個）含

まれている。

３　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が260株含まれている。

　

② 【自己株式等】

  平成25年９月20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）
株式会社ヤマト

群馬県前橋市古市町
118番地

1,526,000 ― 1,526,000 5.67

計 ― 1,526,000 ― 1,526,000 5.67
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はない。
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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)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記

載している。

　

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３四半期連結会計期間(平成25年９月21

日から平成25年12月20日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年３月21日から平成25年12月20日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。

　

EDINET提出書類

株式会社ヤマト(E00138)

四半期報告書

 8/18



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25年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,302,103 3,351,256

受取手形・完成工事未収入金
※2 11,521,980 8,601,448

未成工事支出金等 1,565,491 2,311,221

その他 775,265 873,359

貸倒引当金 △15,629 △46,508

流動資産合計 16,149,211 15,090,778

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,599,593 2,040,296

その他（純額） 2,056,323 2,219,861

有形固定資産合計 3,655,916 4,260,157

無形固定資産 103,768 120,924

投資その他の資産

投資有価証券 4,734,645 5,507,057

その他 590,221 366,021

貸倒引当金 △4,731 △4,055

投資その他の資産合計 5,320,134 5,869,022

固定資産合計 9,079,819 10,250,105

資産合計 25,229,031 25,340,883

負債の部

流動負債

工事未払金 5,114,905 4,400,658

短期借入金 1,000,000 1,000,000

未払法人税等 464,765 17,434

未成工事受入金 367,142 1,460,490

賞与引当金 426,529 179,971

引当金 47,302 36,711

その他 603,294 763,755

流動負債合計 8,023,939 7,859,022

固定負債

退職給付引当金 1,025,662 1,019,989

役員退職慰労引当金 250,571 191,171

その他 2,730 2,250

固定負債合計 1,278,964 1,213,411

負債合計 9,302,903 9,072,434
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12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 4,499,820 4,499,820

利益剰余金 6,559,014 6,571,565

自己株式 △452,445 △454,482

株主資本合計 15,606,389 15,616,904

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 319,738 651,544

その他の包括利益累計額合計 319,738 651,544

純資産合計 15,926,128 16,268,449

負債純資産合計 25,229,031 25,340,883
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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３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月21日
　至 平成24年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月21日
　至 平成25年12月20日)

完成工事高 24,491,250 24,976,899

完成工事原価 23,084,789 23,588,775

完成工事総利益 1,406,460 1,388,124

販売費及び一般管理費 1,105,747 1,187,844

営業利益 300,712 200,280

営業外収益

受取利息 3,873 4,493

受取配当金 78,736 94,363

受取賃貸料 15,299 15,718

その他 54,723 25,207

営業外収益合計 152,632 139,782

営業外費用

支払利息 12,458 10,895

賃貸費用 8,657 8,847

その他 5,246 4,650

営業外費用合計 26,361 24,393

経常利益 426,983 315,669

特別利益

固定資産売却益 － 18,002

補助金収入 － 13,000

特別利益合計 － 31,002

特別損失

固定資産処分損 － 4,733

投資有価証券評価損 9,131 －

投資有価証券売却損 － 10,598

特別損失合計 9,131 15,331

税金等調整前四半期純利益 417,852 331,339

法人税、住民税及び事業税 131,024 34,967

法人税等調整額 79,922 131,396

法人税等合計 210,946 166,363

少数株主損益調整前四半期純利益 206,906 164,975

四半期純利益 206,906 164,975
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月21日
　至 平成24年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月21日
　至 平成25年12月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 206,906 164,975

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14,612 331,806

その他の包括利益合計 △14,612 331,806

四半期包括利益 192,293 496,781

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 192,293 496,781
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【会計方針の変更等】

　
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年３月21日 至 平成25年12月20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）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月21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いる。

これによる損益に与える影響は軽微である。
 

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

 　１ 受取手形裏書譲渡高

　

 
前連結会計年度

(平成25年３月20日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月20日)

受取手形裏書譲渡高 235,857千円 173,855千円
 

　

※２ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結

会計年度末残高に含まれている。

　

 
前連結会計年度

(平成25年３月20日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月20日)

受取手形 56,086千円 －千円
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(四半期連結損益計算書関係)

　

　１ 売上高の季節的変動

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年３月21日 至 平成24年12月20日)及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成25年３月21日 至 平成25年12月20日)

当社グループの完成工事高は、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中してい

るため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期

連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動がある。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第３四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いない。なお、第

３四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、次のとおりである。

　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月21日
至 平成24年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月21日
至 平成25年12月20日)

減価償却費 129,679千円 157,201千円
 

EDINET提出書類

株式会社ヤマト(E00138)

四半期報告書

14/18



　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年３月21日 至 平成24年12月20日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成24年６月15日
定時株主総会

普通株式 152,462 ６ 平成24年３月20日 平成24年６月18日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はない。

　

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はない。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年３月21日 至 平成25年12月20日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成25年６月14日
定時株主総会

普通株式 152,424 ６ 平成25年３月20日 平成25年６月17日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はない。

　

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はない。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　前第３四半期連結累計期間(自 平成24年３月21日 至 平成24年12月20日)及び

　当第３四半期連結累計期間(自　平成25年３月21日　至　平成25年12月20日)

当社グループは設備工事業単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

　

(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、以下のとおりである。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月21日
至 平成24年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月21日
至 平成25年12月20日)

１株当たり四半期純利益金額    ８円 14銭 ６円 49銭

    (算定上の基礎)   

 四半期純利益金額（千円） 206,906 164,975

   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） 206,906 164,975

   普通株式の期中平均株式数（千株) 25,408 25,401
 

(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いない。

　

(重要な後発事象)

　該当事項なし。

　

　

２ 【その他】

　該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   筆 野　　力    印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   宮 一 行 男 　 印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年１月31日

株式会社　ヤマト

取締役会  御中

　

 

　

 

　
 

　
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

式会社ヤマトの平成25年３月21日から平成26年３月20日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平
成25年９月21日から平成25年12月20日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年３月21日から平成25年12
月20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、株式会社ヤマト及び連結子会社の平成25年
12月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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)が別途保管している。

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ない。
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