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(注）単位百万円未満切捨て

１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年３月21日～平成27年９月20日）

（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 ％

28年３月期第２四半期 18,319 3.8 795 67.5 891 58.7 522 56.5

27年３月期第２四半期 17,643 8.8 474 722.1 561 314.6 333 462.4

(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 446百万円 (△46.0％) 27年３月期第２四半期 828百万円 (109.6％)
　

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

28年３月期第２四半期 20 60 　 ―

27年３月期第２四半期 13 15 　 ―
　

（２）連結財政状態

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

28年３月期第２四半期 28,325 19,098 67.4 755 77

27年３月期 28,840 18,663 64.7 735 22

(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 19,098 百万円 　27年３月期 18,663 百万円
　

２．配当の状況

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

27年３月期 　― 0 00 　― 8 00 8 00

28年３月期 　― 0 00

28年３月期(予想) 　― 8 00 8 00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年３月21日～平成28年３月20日）

(％表示は、対前期増減率)

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 40,000 2.8 1,750 8.7 1,900 7.0 1,150 8.6 45 44
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 26,927,652株 27年３月期 26,927,652株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 1,656,977株 27年３月期 1,542,877株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 25,350,616株 27年３月期２Ｑ 25,393,123株

　

※ 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、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いません。

　

　

※ 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。業績予想に

関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業

績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の減速の影響がみられるものの、政府・日銀に

よる経済政策の効果等により、企業収益や雇用・所得環境が改善する等、景気は緩やかな回復基調で推移しまし

た。

　建設業界におきましては、政府建設投資が底堅く推移し、民間設備投資も企業収益が改善する中で、緩やかな

増加基調を続けており、受注環境は比較的堅調に推移しました。その一方で、資機材の高騰や技能労働者不足に

よる労務費のコストアップ問題等が長期化してきており、当社グループを取り巻く経営環境の先行きは依然とし

て楽観できない状況にあります。

このような経営環境のもと、当社グループ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２四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3.7％増の250億６千２百万円、完成工事高が前年同四半期比3.8％増の183億１千９百万円、営業

利益が前年同四半期比67.5％増の７億９千５百万円、経常利益が前年同四半期比58.7％増の８億９千１百万円、

四半期純利益が前年同四半期比56.5％増の５億２千２百万円となりました。

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ます。

（２）財政状態に関する説明

　①資産、負債及び純資産の状況

当第２四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５億１千５百万円（1.8％）減の283億２千

５百万円となりました。資産の部については、売上債権の回収により、現金預金が22億７千６百万円増加しまし

たが、受取手形・完成工事未収入金が30億１千１百万円減少しました。

負債の部については、前連結会計年度末比９億５千万円（9.3％）減の92億２千６百万円となりました。未成工

事受入金が４億４千４百万円増加しましたが、工事未払金が３億９千１百万円減少しました。

純資産の部については、前連結会計年度末比４億３千５百万円（2.3％）増の190億９千８百万円となりました。

四半期純利益を計上した結果、利益剰余金が５億５千５百万円増加しました。

　

　 ②キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、32億４千１百万円の増加（前年同四半期比11億６千４百万円の増加）

となりました。これは主に売上債権の減少及び未成工事受入金の増加によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、６億４千７百万円の減少（前年同四半期比６億６千７百万円の減少）

となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、２億４千６百万円の減少（前年同四半期比11億７百万円の増加）とな

りました。これは主に配当金の支払いによるものであります。

この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末比23億４千７百万円

の増加（前年同四半期末比18億１千８百万円の増加）の48億８千５百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期の通期業績予想については、平成27年４月28日付決算短信において公表しました数値を変更し

ています。詳細については、平成27年10月20日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　会計方針の変更

(退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めにつ

いて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期

間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務

期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した

単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が３億６千５百万円減少し、利益剰余金が

２億３千５百万円増加しております。また、当第２四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

四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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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27年３月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,936,254 5,213,181

受取手形・完成工事未収入金 11,601,633 8,590,511

有価証券 20,134 －

未成工事支出金等 2,118,918 1,693,236

その他 386,549 559,450

貸倒引当金 △45,910 △40,979

流動資産合計 17,017,578 16,015,399

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,187,617 2,608,740

その他（純額） 2,334,010 2,583,218

有形固定資産合計 4,521,628 5,191,959

無形固定資産 129,861 131,805

投資その他の資産

投資有価証券 6,858,990 6,675,812

その他 316,115 310,505

貸倒引当金 △3,379 △0

投資その他の資産合計 7,171,726 6,986,317

固定資産合計 11,823,216 12,310,082

資産合計 28,840,795 28,325,482

負債の部

流動負債

工事未払金 5,391,484 5,000,155

未払法人税等 590,571 203,313

未成工事受入金 909,016 1,353,830

賞与引当金 592,528 391,212

引当金 51,001 60,963

その他 1,224,992 1,165,842

流動負債合計 8,759,593 8,175,317

固定負債

役員退職慰労引当金 210,624 206,491

退職給付に係る負債 685,380 307,705

その他 521,691 537,146

固定負債合計 1,417,695 1,051,342

負債合計 10,177,288 9,226,660

決算短信 （宝印刷）  2015年10月20日 19時24分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社ヤマト(1967) 平成28年３月期 第２四半期決算短信

－ 5 －

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９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 7,945,791 8,500,978

自己株式 △459,598 △503,946

株主資本合計 16,986,014 17,496,853

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,471,389 1,391,615

退職給付に係る調整累計額 206,102 210,353

その他の包括利益累計額合計 1,677,492 1,601,969

純資産合計 18,663,506 19,098,822

負債純資産合計 28,840,795 28,325,482
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月21日
　至 平成26年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
　至 平成27年９月20日)

完成工事高 17,643,839 18,319,289

完成工事原価 16,388,702 16,710,904

完成工事総利益 1,255,136 1,608,385

販売費及び一般管理費 780,238 812,726

営業利益 474,898 795,658

営業外収益

受取利息 3,492 4,028

受取配当金 65,773 76,764

受取賃貸料 11,421 11,969

その他 21,594 19,040

営業外収益合計 102,282 111,803

営業外費用

支払利息 6,826 6,275

賃貸費用 5,826 6,277

その他 2,939 3,482

営業外費用合計 15,592 16,035

経常利益 561,587 891,426

特別利益

固定資産売却益 17,475 －

投資有価証券売却益 1,188 3,986

特別利益合計 18,663 3,986

特別損失

固定資産処分損 － 10,661

特別損失合計 － 10,661

税金等調整前四半期純利益 580,251 884,751

法人税、住民税及び事業税 186,364 219,728

法人税等調整額 60,042 142,681

法人税等合計 246,406 362,410

少数株主損益調整前四半期純利益 333,844 522,341

四半期純利益 333,844 522,341
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月21日
　至 平成26年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
　至 平成27年９月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 333,844 522,341

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 494,305 △79,774

退職給付に係る調整額 － 4,251

その他の包括利益合計 494,305 △75,522

四半期包括利益 828,150 446,818

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 828,150 446,818
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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２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月21日
　至 平成26年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
　至 平成27年９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利益 580,251 884,751

減価償却費 120,200 134,933

受取利息及び受取配当金 △69,265 △80,793

支払利息 6,826 6,275

売上債権の増減額（△は増加） 3,036,497 3,014,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △229,552 425,682

仕入債務の増減額（△は減少） △1,809,553 △391,328

未成工事受入金の増減額（△は減少） 529,913 444,814

その他 60,454 △665,988

小計 2,225,771 3,772,519

利息及び配当金の受取額 68,600 80,221

利息の支払額 △6,430 △6,284

法人税等の支払額 △210,604 △604,870

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,077,336 3,241,585

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 △92,276 △679,216

投資有価証券の取得による支出 △37,077 △60,153

その他 149,747 91,836

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,393 △647,533

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） △1,200,000 －

配当金の支払額 △151,259 △201,777

その他 △2,012 △44,348

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,353,271 △246,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 744,457 2,347,926

現金及び現金同等物の期首残高 2,322,898 2,537,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,067,356 4,885,681
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

４．補足情報

（１）連結受注実績内訳

（単位：千円）

区 分
平成27年３月期 平成28年３月期

比較増減 増減率
第２四半期累計期間 第２四半期累計期間

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 14,904,019 (61.6%) 15,444,323 (61.6%) 540,304 3.6 %

備 一般空調衛生設備 4,656,507 (19.3) 4,815,327 (19.2) 158,819 3.4

工 小 計 19,560,526 (80.9) 20,259,650 (80.8) 699,123 3.6

事 食品流通施設 冷凍冷蔵設備 1,289,801 (5.3) 1,456,910 (5.8) 167,108 13.0

業 環境施設 生活関連処理設備 3,329,539 (13.8) 3,346,033 (13.4) 16,494 0.5

合 計 24,179,868 (100.0) 25,062,595 (100.0) 882,726 3.7

(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）

区 分
平成27年３月期 平成28年３月期

比較増減 増減率
第２四半期累計期間 第２四半期累計期間

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 13,122,942 (61.2%) 13,703,821 (61.1%) 580,879 4.4 %

備 一般空調衛生設備 3,704,229 (17.3) 3,921,348 (17.5) 217,119 5.9

工 小 計 16,827,171 (78.5) 17,625,170 (78.6) 797,998 4.7

事 食品流通施設 冷凍冷蔵設備 1,289,801 (6.0) 1,456,910 (6.5) 167,108 13.0

業 環境施設 生活関連処理設備 3,324,393 (15.5) 3,345,913 (14.9) 21,520 0.6

合 計 21,441,367 (100.0) 22,427,995 (100.0) 986,627 4.6

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率
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