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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 13,300 △20.1 352 △63.8 354 △67.0 225 △48.2
21年3月期第3四半期 16,655 ― 973 ― 1,073 ― 434 ―

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

22年3月期第3四半期 10.04 ―
21年3月期第3四半期 19.21 ―

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

22年3月期第3四半期 21,253 14,103 66.4 628.96
21年3月期 23,066 13,956 60.5 622.33

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,103百万円 21年3月期  13,956百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 4.00 ―
22年3月期 

（予想） 4.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 17,700 △15.2 450 △60.7 450 △64.5 350 △24.1 15.61
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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 
 本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としており、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。 

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） 22年3月期第3四半期 25,587,421株 21年3月期  25,587,421株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,163,634株 21年3月期  3,161,142株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 22,424,959株 21年3月期第3四半期 22,621,059株
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当第３四半期累計期間のわが国経済は、一昨年の秋口以降、金融危機に端を発した経済危機による景

気後退が継続の中で、一部に景気底打ちの兆しが見られるものの設備投資の減少に加え、雇用情勢、個

人消費の低迷は依然として続いており、先行き不透明の状況が続きました。 

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いたしましたが、当第３四半期

連結累計期間の売上高は133億円となり、前年同期に比べ33億54百万円の減収となりました。 

損益面におきましては、コストの削減に努めましたが、営業利益は３億52百万円と前年同期に比べ６

億20百万円減少し、経常利益は３億54百万円と前年同期に比べ７億19百万円の減少となりました。 

四半期純利益につきましては、２億25百万円と前年同期に比べ２億９百万円の減少となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、212億53百万円であり、前連結会計年度末に比べ18億12百

万円減少しました。これは主として、製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の減少によるものであります。 

 負債は、71億50百万円であり、前連結会計年度末に比べ19億59百万円減少しました。これは主とし

て、短期借入金、未払法人税等の減少によるものであります。 

 純資産は、141億３百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億47百万円増加しました。これは主と

して、その他有価証券評価差額金の増加によるものであります。  

 この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は66.4％となり、財政状態は概ね良好である

と判断しております。  

  

  

本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前

提としており、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。 

  

【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。 
  

  

記載すべき重要な事項はありません。 
  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

 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、工事完成基準を適用しておりましたが、「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)を第１四半期連結会計期間よ

り適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四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。 

これによる、売上高及び損益に与える影響はありません。 

  
  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,273,818 1,325,369

受取手形及び売掛金 8,000,150 8,065,122

有価証券 － 400

製品 2,259,088 2,560,239

仕掛品 328,269 592,340

原材料及び貯蔵品 1,675,265 2,453,592

その他 192,728 389,847

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 13,727,521 15,385,112

固定資産   

有形固定資産 5,002,835 5,335,691

無形固定資産 65,777 70,228

投資その他の資産   

投資有価証券 2,335,729 2,142,796

その他 227,120 257,194

貸倒引当金 △105,069 △124,633

投資その他の資産合計 2,457,780 2,275,357

固定資産合計 7,526,393 7,681,276

資産合計 21,253,914 23,066,389

株式会社ヨータイ（5357）　平成22年3月期第3四半期決算短信

－5－



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,100,513 2,218,011

短期借入金 1,600,000 2,700,000

未払法人税等 12,196 398,913

役員賞与引当金 13,430 22,400

その他 1,158,606 1,520,013

流動負債合計 4,884,747 6,859,339

固定負債   

長期借入金 600,000 600,000

退職給付引当金 1,191,901 1,218,990

その他 473,603 431,606

固定負債合計 2,265,505 2,250,597

負債合計 7,150,252 9,109,936

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 9,636,240 9,613,002

自己株式 △555,448 △554,982

株主資本合計 13,485,777 13,463,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 582,273 459,715

繰延ヘッジ損益 － △1,286

為替換算調整勘定 35,611 35,016

評価・換算差額等合計 617,884 493,446

純資産合計 14,103,662 13,956,452

負債純資産合計 21,253,914 23,066,389
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,655,666 13,300,727

売上原価 13,987,946 11,592,817

売上総利益 2,667,720 1,707,910

販売費及び一般管理費 1,694,081 1,355,209

営業利益 973,638 352,700

営業外収益   

受取利息 10,380 4,364

受取配当金 51,126 32,537

不動産賃貸料 － 24,111

デリバティブ評価益 52,228 －

その他 46,892 17,944

営業外収益合計 160,627 78,958

営業外費用   

支払利息 35,432 16,971

デリバティブ評価損 － 37,477

為替差損 22,162 20,962

その他 3,384 2,116

営業外費用合計 60,978 77,528

経常利益 1,073,287 354,130

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 13,898

デリバティブ解約益 － 24,943

投資有価証券売却益 1,468 －

特別利益合計 1,468 38,842

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 400

投資有価証券売却損 34 －

固定資産除却損 2,493 1,184

ゴルフ会員権評価損 180 400

投資有価証券評価損 34,823 －

減損損失 155,383 －

特別損失合計 192,915 1,984

税金等調整前四半期純利益 881,840 390,988

法人税、住民税及び事業税 405,000 63,000

法人税等調整額 42,341 102,922

法人税等合計 447,341 165,922

四半期純利益 434,499 225,066
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 881,840 390,988

減価償却費 621,831 561,219

減損損失 155,383 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 60,911 △20,371

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56,407 △27,089

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,680 △8,970

受取利息及び受取配当金 △61,506 △36,902

支払利息 35,432 16,971

固定資産除却損 2,493 1,184

投資有価証券売却損益（△は益） △1,434 －

投資有価証券評価損益（△は益） 34,823 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,428,423 62,792

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,189,225 1,343,457

仕入債務の増減額（△は減少） 9,330 △87,689

その他 △49,654 △251,222

小計 △990,284 1,944,368

利息及び配当金の受取額 61,423 36,819

利息の支払額 △35,432 △16,971

法人税等の支払額 △381,861 △450,108

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,346,154 1,514,108

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 － 400

有形固定資産の取得による支出 △342,628 △252,434

投資有価証券の取得による支出 △106,343 △6,778

投資有価証券の売却による収入 1,828 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △447,143 △258,813

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） 1,850,000 △1,100,000

自己株式の取得による支出 △1,455 △466

配当金の支払額 △222,937 △199,407

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,625,607 △1,299,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,972 △6,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △174,663 △51,550

現金及び現金同等物の期首残高 1,113,082 1,325,369

現金及び現金同等物の四半期末残高 938,418 1,273,818
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該当事項はありません。 

  

  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) 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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