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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第3四半期 3,722 ― △584 ― △566 ― △751 ―

20年12月期第3四半期 10,231 △10.2 36 △87.0 68 △77.8 63 △69.3

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

21年12月期第3四半期 △63.57 ―

20年12月期第3四半期 5.33 5.30

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

21年12月期第3四半期 8,289 5,103 61.4 430.14
20年12月期 10,195 5,895 57.7 497.11

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  5,087百万円 20年12月期  5,879百万円

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

20年12月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 6,000 △54.8 △700 ― △680 ― △870 ― △73.55
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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  有  
(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。 

(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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化により上記予想値とことなる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年12月期第3四半期 11,837,240株 20年12月期  11,837,240株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  9,449株 20年12月期  9,185株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 11,827,921株 20年12月期第3四半期 11,823,772株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の金融危機に始まった世界同時不況の影響により景

気の後退局面が続き、企業業績にも急激な悪化が見られました。電機、自動車業界を中心に減産による在庫調整が進

捗したこと、政府の景気対策等により環境対応商品の購買意欲が刺激されこと等により、景気の下げ止まり感が見ら

れますが、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

こうした中、当社グループでは、主要顧客である電機、自動車関連業界の大幅な設備投資抑制の影響を受け、主要

商品である電子機器及び工作機械の需要が減少したため、業務見直しによる効率化を実施し、利益率の向上と人件費

を中心とした経費の削減を実施しましたが、電子機器及び工作機械等の主力商品の販売が大きく減少したため、非常

に厳しい経営成績となりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は37億２千２百万円、営業損失５億８千４百万円、経常損失５億６

千６百万円となり、従業員の希望退職を実施したことにより、特別損失として退職特別加算金６千５百万円を計上し

たため、税金等調整前四半期純損失は６億３千７百万円に、また、繰延税金資産の回収可能性を検討し、その一部を

取崩し、法人税等調整額が１億３百万円になった結果、四半期純損失７億５千１百万円となりました。 

主要な商品の概況は次のとおりです。 

（電子機器）  

主要商品はパナソニックファクトリーソリューションズ㈱製の電子部品実装機です。国内及び輸出販売を行ってお

りますが、同商品は主として電機メーカーの生産量に応じて需要が起きてくるもので、在庫調整により設備投資の凍

結が原因で販売が低迷しましたが、台湾、中国での設備投資計画が徐々に進行し在庫機械の輸出販売が進捗した結

果、売上高は９億３百万円となりました。  

（工作機械）  

主要商品は欧州メーカーの工具研削盤、平面研削盤等です。これらの商品は特に精密加工に優れている商品であ

り、設備需要は低迷しましたが、新製品の開発を進める分野では一部設備需要があり、売上高は７億２千万円となり

ました。 

（測定機器）  

主要商品は米国メーカーの非接触三次元測定システムです。同商品は幅広い業種での用途があり、品質管理目的に

導入される商品ですが、景気低迷により設備投資の凍結が見られ需要が低迷し、売上高は３億２百万円となりまし

た。  

（産業機械）  

産業機械は、大型商品であるコーティング装置の販売があったため、売上高は２億８千２百万円となりました。 

（光電子部品）  

光電子部品は当社の連結子会社であるサンインスツルメント㈱の取扱商品であります。同商品は通信関連業界への

販売が順調に推移した結果、売上高は８億１千５百万円となりました。  

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。  

（流動資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べ31.7％減少し39億８千７百万円となりました。これは売掛金の回収により受取

手形及び売掛金が９億円減少したこと及び在庫商品の販売が進み、商品が２億４千８百万円減少したことなどによる

ものです。 

（固定資産） 

固定資産は前連結会計年度末に比べ1.2％減少し43億２百万円となりました。これは名古屋支店隣接地の土地取得

により土地が４千５百万円増加しましたが、繰延税金資産の取崩しを行い、投資その他の資産のその他が５千５百万

円減少したことなどによるものです。 

（流動負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べ24.3％減少し23億７千３百万円となりました。これは短期借入金の増加が５億

円ありましたが、支払手形及び買掛金が４億９千８百万円減少したこと、社債３億円の償還等により、流動負債のそ

の他が５億３千９百万円減少したことなどによるものです。 

（固定負債） 

固定負債は前連結会計年度末に比べ30.3％減少し８億１千３百万円となりました。これは長期借入金が３億８千２

百万円減少したことなどによるものです。 

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
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（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ13.4％減少し51億３百万円となりました。これは四半期純損失７億５千１百万円

になったこと及び配当金支払額８千８百万円があったことなどにより利益剰余金が８億４千万円減少したことによる

ものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の四半期末残高は15億６千２百万

円となり、前連結会計年度末に比べ３億２千２百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの

主な要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は２億３千２百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失が６

億３千７百万円、仕入債務の減少額が４億９千８百万円となりましたが、売上債権の減少額８億８千８百万円、棚卸

資産の減少額２億４千８百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は６千２百万円となりました。これは主として、名古屋支店隣接地の土地取得等によ

り有形固定資産の取得による支出が５千３百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は４億９千万円となりました。これは主として、短期借入れによる収入７億円、長期

借入れによる収入３億円がありましたが、短期借入金の返済による支出２億円及び長期借入金の返済による支出９億

円と社債の償還による支出が３億円あったことによるものです。 

  

  

  

第３四半期連結累計期間の業績及び発表日現在の受注動向等を踏まえて修正しております。 

設備投資の国内需要は依然低調でありますか、台湾、中国での設備投資が回復基調にあり、連結売上高は60億円を

見込んでおりますが、在庫の圧縮に努め、在庫機械販売が進捗したこと及び大型機械の販売比率が高まるため、利益

率の低下が予想されます。 

その結果、損益面では営業損失７億円、経常損失６億８千万円、当期純損失８億７千万円を見込んでおります。 

詳細につきましては、本日発表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

該当事項はありません。  

   

 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末

に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況

に著しい変化が認められない場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法により算定しております。 

  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループの継続企業の前提に関する重要事項等について、前四半期

連結累計期間からの変更はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（４）継続企業の前提に関する重要事項等
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,548,689 1,866,373 

受取手形及び売掛金 875,575 1,775,664 

有価証券 18,859 12,787 

商品 1,097,774 1,346,442 

その他 448,197 843,066 

貸倒引当金 △1,870 △3,406 

流動資産合計 3,987,224 5,840,927 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 574,217 603,889 

土地 1,742,311 1,697,233 

その他（純額） 32,128 33,018 

有形固定資産合計 2,348,656 2,334,142 

無形固定資産   

その他 41,213 59,935 

無形固定資産合計 41,213 59,935 

投資その他の資産   

投資有価証券 348,367 317,351 

投資不動産（純額） 773,059 788,871 

差入保証金 724,955 725,157 

その他 191,038 246,430 

貸倒引当金 △124,712 △116,880 

投資その他の資産合計 1,912,707 1,960,929 

固定資産合計 4,302,577 4,355,007 

資産合計 8,289,801 10,195,935 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 701,811 1,200,648 

短期借入金 500,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 823,306 1,041,736 

未払法人税等 6,211 10,252 

その他 342,035 881,527 

流動負債合計 2,373,363 3,134,164 

固定負債   

長期借入金 616,830 998,910 

退職給付引当金 140,511 147,116 

その他 55,777 20,290 

固定負債合計 813,119 1,166,316 

負債合計 3,186,482 4,300,481 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,374,102 1,374,102 

資本剰余金 1,997,995 1,997,995 

利益剰余金 1,673,743 2,514,325 

自己株式 △2,999 △2,958 

株主資本合計 5,042,842 5,883,465 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,711 33,880 

繰延ヘッジ損益 855 △29,632 

為替換算調整勘定 △7,756 △7,924 

評価・換算差額等合計 44,811 △3,676 

新株予約権 15,664 15,664 

純資産合計 5,103,318 5,895,453 

負債純資産合計 8,289,801 10,195,935 
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（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,722,305

売上原価 3,009,719

売上総利益 712,586

販売費及び一般管理費 1,296,817

営業損失（△） △584,231

営業外収益  

受取利息 17,703

受取配当金 5,617

不動産賃貸料 25,353

助成金収入 10,396

その他 16,881

営業外収益合計 75,952

営業外費用  

支払利息 29,590

不動産賃貸費用 22,054

その他 6,694

営業外費用合計 58,338

経常損失（△） △566,617

特別利益  

貸倒引当金戻入額 736

特別利益合計 736

特別損失  

退職特別加算金 65,752

前期損益修正損 6,290

特別損失合計 72,042

税金等調整前四半期純損失（△） △637,923

法人税、住民税及び事業税 10,671

法人税等調整額 103,277

法人税等合計 113,948

四半期純損失（△） △751,872
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,358,144

売上原価 1,109,637

売上総利益 248,507

販売費及び一般管理費 409,801

営業損失（△） △161,294

営業外収益  

受取利息 5,881

受取配当金 652

不動産賃貸料 8,451

助成金収入 10,396

その他 5,680

営業外収益合計 31,062

営業外費用  

支払利息 9,366

不動産賃貸費用 11,512

その他 874

営業外費用合計 21,754

経常損失（△） △151,986

特別利益  

貸倒引当金戻入額 10

特別利益合計 10

特別損失  

退職特別加算金 65,752

特別損失合計 65,752

税金等調整前四半期純損失（△） △217,727

法人税、住民税及び事業税 5,868

法人税等調整額 252,490

法人税等合計 258,358

四半期純損失（△） △476,086
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30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（△） △637,923

減価償却費 60,091

受取利息及び受取配当金 △23,321

支払利息 29,590

売上債権の増減額（△は増加） 888,603

たな卸資産の増減額（△は増加） 248,483

仕入債務の増減額（△は減少） △498,402

その他 75,837

小計 142,959

利息及び配当金の受取額 17,725

利息の支払額 △32,153

法人税等の支払額 △18,815

法人税等の還付額 122,650

営業活動によるキャッシュ・フロー 232,366

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 △53,981

無形固定資産の取得による支出 △2,290

投資有価証券の取得による支出 △951

その他 △4,870

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,093

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 700,000

短期借入金の返済による支出 △200,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △900,510

社債の償還による支出 △300,000

配当金の支払額 △89,556

その他 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △490,106

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322,996

現金及び現金同等物の期首残高 1,885,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,562,921

ＹＫＴ㈱（2693）平成21年12月期　第３四半期決算短信

－ 9 －



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

当社グループは設備機械の販売商社として、同一セグメントに属する電子機器、工作機械、測定機器、産業機

械及び光電子部品の販売を行っており、当該事業以外に種類がないため該当事項はありません。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める国内事業の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により、区分しております。 

２. 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア…………………………台湾、中国 

（2）その他の地域…………………米国他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  629,431  145  629,577

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  3,722,305

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 16.9  0.0  16.9

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  10,231,852

Ⅱ 売上原価  8,545,467

売上総利益  1,686,384

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,650,099

営業利益  36,285

Ⅳ 営業外収益  86,491

Ⅴ 営業外費用  54,191

経常利益  68,585

Ⅵ 特別利益  9,247

Ⅶ 特別損失  6,087

税金等調整前四半期純利益  71,744

税金費用  8,726

四半期純利益  63,018
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日）   

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 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  71,744

 減価償却費  50,811

 売上債権の減少額  844,955

 棚卸資産の増加額 △1,048,941

 仕入債務の増加額  556,767

 その他 △285,297

小計  190,040

 法人税等の支払額 △297,223

 その他 △19,548

営業活動によるキャッシュ・フロー △126,732

Ⅱ 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 △142,859

 賃貸用不動産の取得による支出 △154,445

 長期貸付金の貸付けによる支出 △100,000

 投資有価証券の取得による支出 △1,086

 その他  15,909

投資活動によるキャッシュ・フロー △382,481

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入れによる収入  1,160,000

 短期借入金の返済による支出 △860,000

 長期借入れによる収入  850,000

 長期借入金の返済による支出 △879,917

 社債の償還による支出 △30,000

 配当の支払額 △152,076

 その他 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー  87,926

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,727

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △423,014

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,760,099

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,337,084
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