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1.  平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年3月21日～平成22年6月20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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第1四半期 6,171 △4.3 △194 ― △183 ― △165 ―
22年3月期第1四半期 6,450 ― △21 ― △12 ― △40 ―

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

23年3月期第1四半期 △6.41 ―
22年3月期第1四半期 △1.58 ―

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

23年3月期第1四半期 22,254 14,550 65.4 563.85
22年3月期 23,368 14,879 63.7 576.52

（参考） 自己資本   23年3月期第1四半期  14,550百万円 22年3月期  14,879百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
23年3月期 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 ― 6.00 6.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 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 
連結累計期間 14,500 △4.2 90 △81.9 120 △77.8 60 △79.7 2.32

通期 30,000 0.2 700 △7.1 750 △9.5 340 △7.3 13.17
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料に記載されている業績予想等の予想数値については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。上記の予想に関する事項については、添付資料の３ページをご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期第1四半期 26,927,652株 22年3月期  26,927,652株
② 期末自己株式数 23年3月期第1四半期  1,121,405株 22年3月期  1,118,822株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年3月期第1四半期 25,807,452株 22年3月期第1四半期 25,814,575株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の復調や緊急経済対策の効果等により緩
やかな回復傾向が見られたものの、雇用・所得環境は引き続き厳しい状態で推移しました。企業収益の
回復のもと設備投資は持ち直しに転じつつありますが、全体として力強さに乏しく当社グループを取り
巻く経営環境は依然として厳しい状況で推移しました。 
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ました。 
この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、受注工事高が前年同四半期比19.5％減の88億７千６

百万円、完成工事高が前年同四半期比4.3％減の61億７千１百万円、営業損失が１億９千４百万円（前
年同四半期は営業損失２千１百万円）、経常損失が１億８千３百万円（前年同四半期は経常損失１千２
百万円）、四半期純損失が１億６千５百万円（前年同四半期は四半期純損失４千万円）となりました。
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り、上半期特に第１四半期の計上額は相対的に少なくなります。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四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11億１千３百万円（4.8％）減の
222億５千４百万円となりました。資産の部については、売上債権の回収により、現金預金が11億５千
７百万円増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金が22億６千１百万円減少しました。 
負債の部については、前連結会計年度末比７億８千５百万円（9.3％）減の77億３百万円となりまし

た。短期借入金が４億２千万円増加しましたが、工事未払金が９億２千２百万円減少しました。 
純資産の部については、前連結会計年度末比３億２千８百万円（2.2％）減の145億５千万円となりま

した。配当金の支払及び四半期純損失を計上した結果、利益剰余金が３億２千万円減少しました。 
  

（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、売上債権の減少等がありましたが、仕入債務の減少や税金等
調整前四半期純損失の計上により、前年同四半期比12億１百万円減の９億２千万円となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券や有形固定資産の取得による支出等がありまし

たが、定期預金の払戻しによる収入等により、前年同四半期比２億３千８百万円増の１億５千７百万円
となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額の減少等により、前年同四半期比11億

６百万円減の２億８千２百万円となりました。 
この結果、現金及び現金同等物の第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比13億５千９

百万円増の48億３千９百万円となりました。 

  

連結業績見通しについては、平成22年４月30日付決算短信において発表した予想を変更しておりませ
ん。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期１年以上、かつ請負金額１億

円以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、
当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27
日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27
日）が適用されたことに伴い、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第１四半期連結会
計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗
度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
なお、平成22年３月20日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事(工期１年以上、かつ請負金

額１億円以上)については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用して
おります。 
これにより、従来の方法によった場合に比べ当第１四半期連結累計期間に係る完成工事高は24,664千

円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ2,669千円減少しておりま
す。 

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,008,156 3,850,617

受取手形・完成工事未収入金 4,664,449 6,925,514

有価証券 9,979 9,979

未成工事支出金等 3,161,912 3,198,282

その他 516,786 426,887

貸倒引当金 △61,555 △63,850

流動資産合計 13,299,727 14,347,430

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,886,890 1,914,928

その他（純額） 1,620,879 1,634,995

有形固定資産計 3,507,769 3,549,924

無形固定資産 147,736 149,578

投資その他の資産

投資有価証券 4,133,750 4,157,614

その他 1,194,845 1,193,009

貸倒引当金 △28,955 △28,955

投資その他の資産計 5,299,640 5,321,668

固定資産合計 8,955,146 9,021,170

資産合計 22,254,874 23,368,601

負債の部

流動負債

工事未払金 2,913,928 3,836,368

短期借入金 420,000 －

未払法人税等 18,040 302,356

未成工事受入金 2,002,502 2,013,729

賞与引当金 149,010 275,768

引当金 43,450 35,642

その他 872,121 749,876

流動負債合計 6,419,053 7,213,742

固定負債

退職給付引当金 1,068,463 1,068,096

役員退職慰労引当金 214,106 207,141

その他 2,340 360

固定負債合計 1,284,909 1,275,597

負債合計 7,703,963 8,489,339
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３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 5,711,797 6,032,197

自己株式 △327,997 △327,207

株主資本合計 14,883,621 15,204,811

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △332,711 △325,550

評価・換算差額等合計 △332,711 △325,550

純資産合計 14,550,910 14,879,261

負債純資産合計 22,254,874 23,368,601
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(2) 【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21年３月21日
至 平成21年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年６月20日)

完成工事高 6,450,438 6,171,303

完成工事原価 6,105,859 5,959,745

完成工事総利益 344,578 211,558

販売費及び一般管理費 366,297 406,196

営業損失（△） △21,719 △194,638

営業外収益

受取利息 1,824 1,527

受取配当金 9,166 9,654

受取賃貸料 6,529 5,113

その他 3,164 4,087

営業外収益合計 20,685 20,383

営業外費用

支払利息 8,036 5,633

賃貸費用 3,297 3,066

その他 469 436

営業外費用合計 11,803 9,135

経常損失（△） △12,838 △183,390

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,768 2,294

固定資産売却益 － 3,432

株式割当益 － 11,549

特別利益合計 1,768 17,276

特別損失

投資有価証券評価損 14,923 58,901

特別損失合計 14,923 58,901

税金等調整前四半期純損失（△） △25,993 △225,014

法人税、住民税及び事業税 13,489 11,343

法人税等調整額 1,346 △70,811

法人税等合計 14,835 △59,467

四半期純損失（△） △40,828 △165,546

株式会社ヤマト（1967）平成23年3月期第1四半期決算短信

－7－



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月21日
至 平成21年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年６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損失（△） △25,993 △225,014

減価償却費 50,460 51,406

受取利息及び受取配当金 △10,990 △11,182

支払利息 8,036 5,633

売上債権の増減額（△は増加） 3,272,265 2,261,064

たな卸資産の増減額（△は増加） △262,139 36,369

仕入債務の増減額（△は減少） △1,784,974 △922,439

未成工事受入金の増減額（△は減少） 715,388 △11,227

その他 200,647 9,840

小計 2,162,699 1,194,450

利息及び配当金の受取額 11,023 11,309

利息の支払額 △7,630 △5,695

法人税等の支払額 △44,106 △280,016

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,121,986 920,047

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 △58,171 △7,857

投資有価証券の取得による支出 △220,875 △35,647

その他 197,664 200,697

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,382 157,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,520,000 420,000

配当金の支払額 △130,455 △137,083

その他 △1,299 △790

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,388,245 282,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,428,848 1,359,365

現金及び現金同等物の期首残高 1,912,976 3,479,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,341,825 4,839,157
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該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日)及び 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月21日 至 平成22年６月20日) 

  

設備工事業以外に開示の対象となるセグメントはないため、記載を省略しております。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日)及び 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月21日 至 平成22年６月20日) 

  

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、記載を省略しております。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日)及び 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月21日 至 平成22年６月20日) 

  

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 1 事業の種類別セグメント情報

 2 所在地別セグメント情報

 3 海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1)連結受注実績内訳                           （単位：千円） 

 
(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） 

 
(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率 

6. その他の情報

区  分
平成22年３月期 平成23年３月期

比 較 増 減 増減率
第１四半期 第１四半期

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 5,297,904 (48.0%) 4,957,913 (55.8%) △339,991 △6.4 %

備 一般空調衛生設備 3,446,540 (31.3) 2,350,373 (26.5) △1,096,167 △31.8

工 小 計 8,744,445 (79.3) 7,308,287 (82.3) △1,436,158 △16.4

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 590,976 ( 5.4) 515,692 ( 5.8) △75,284 △12.7

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 1,690,943 (15.3) 1,052,822 (11.9) △638,121 △37.7

合  計 11,026,366 (100.0) 8,876,802 (100.0) △2,149,564 △19.5

区  分
平成22年３月期 平成23年３月期

比 較 増 減 増減率
第１四半期 第１四半期

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 4,936,175 (46.7%) 4,536,748 (57.1%) △399,427 △8.1 %

備 一般空調衛生設備 3,363,482 (31.8) 1,843,663 (23.2) △1,519,819 △45.2

工 小 計 8,299,658 (78.5) 6,380,411 (80.3) △1,919,247 △23.1

事 食品流通施設 冷 凍 冷 蔵 設 備 590,976 ( 5.6) 515,692 ( 6.5) △75,284 △12.7

業 環 境 施 設 生活関連処理設備 1,688,198 (15.9) 1,050,505 (13.2) △637,693 △37.8

合  計 10,578,833 (100.0) 7,946,609 (100.0) △2,632,224 △24.9
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