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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 5,288 △4.1 378 △12.7 432 △9.6 271 △8.0
24年3月期第1四半期 5,513 4.6 433 30.1 478 34.2 295 42.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 190百万円 （△32.6％） 24年3月期第1四半期 282百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 12.13 ―
24年3月期第1四半期 13.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 21,706 15,423 71.1
24年3月期 21,819 15,345 70.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  15,423百万円 24年3月期  15,345百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 10,200 △6.6 550 △26.6 590 △25.6 360 △22.4 16.06
通期 20,800 △4.2 1,200 △22.9 1,280 △21.4 770 △14.0 34.35



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づ
く四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 25,587,421 株 24年3月期 25,587,421 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,171,785 株 24年3月期 3,171,546 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 22,415,709 株 24年3月期1Q 22,419,513 株
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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。 

  

  

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。  

  

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高並びに営業利益、経常利益、当期純利益の各段階で予定

を上回る進捗で推移しておりますが、先行きの市況・経済環境を総合的に判断し、平成25年３月期の連

結業績予想につきましては、平成24年５月14日に公表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想

に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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。 

  

（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。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

株式会社ヨータイ（5357）平成25年３月期　第１四半期決算短信

－3－



３．四半期連結財務諸表 
（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 9,801,906 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 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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該当事項はありません。 

  

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 

   
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) 

 
 (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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(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

(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
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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 

   
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) 

 
 (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。 

  

   該当事項はありません。 

  

(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

(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

（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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