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1. 平成31年4月期第1四半期の連結業績（平成30年4月21日～平成30年7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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年4月期第1四半期 1,899 13.2 188 24.9 193 24.4 118 32.0

30年4月期第1四半期 1,677 3.1 151 △0.6 155 △0.5 89 △8.7

（注）包括利益 31年4月期第1四半期　　128百万円 （22.1％） 30年4月期第1四半期　　104百万円 （2.3％）

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

31年4月期第1四半期 22.63 ―

30年4月期第1四半期 17.14 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

31年4月期第1四半期 13,811 10,415 72.5

30年4月期 14,482 10,660 70.8

（参考）自己資本 31年4月期第1四半期 10,006百万円 30年4月期 10,260百万円

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

30年4月期 ― 6.00 ― 71.00 77.00

31年4月期 ―

31年4月期（予想） 0.00 ― 71.00 71.00

（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31年4月期の連結業績予想（平成30年4月21日～平成31年4月20日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 4,100 0.4 580 △2.8 585 △2.9 375 △2.1 71.49

通期 8,500 △2.3 1,155 △5.7 1,180 △4.9 745 △7.4 142.02

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

(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） 31年4月期1Q 6,801,760 株 30年4月期 6,801,760 株

② 期末自己株式数 31年4月期1Q 1,556,099 株 30年4月期 1,556,099 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年4月期1Q 5,245,661 株 30年4月期1Q 5,246,211 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「（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１四半期連結累計期間におきましては、学校向け設備家具案件の価格競争が激化したものの、エレクトロニク

ス関連市場を中心とした産業用機器の販売が前期からの好調を維持したため、グループ全体の売上高並びに各利益は

ともに前年実績を上回りました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高18億99百万円（前年同期比13.2％増）、営業利益１億88百

万円（同24.9％増）、経常利益１億93百万円（同24.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億18百万円（同

32.0％増）となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

理科学機器設備

学校校舎改修工事に伴う実習台や収納戸棚類は、受注面では前年の実績を堅持したものの、価格競争の激化から利

益を確保するに至らず、売上高は８億26百万円（前年同期比7.2％増）、セグメント利益は20百万円（同43.0％減）と

なりました。

保健医科機器

ＡＥＤの新規並びに買換え需要に対する取組みが一定の効果を上げ、売上高は４億61百万円（前年同期比3.4％

増）、セグメント利益は69百万円（同11.1％増）となりました。

産業用機器

国内の半導体製造企業向けを中心に保温・加熱用電気ヒーターの販売が大きく伸張したほか、東アジアにおける環

境試験装置の需要が大幅に増加したため、売上高は６億10百万円（前年同期比32.8％増）、セグメント利益は１億１

百万円（同83.1％増）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は138億11百万円となり、前連結会計年度末に比べて６億71百万円減少しまし

た。これは主に、現金及び預金が３億90百万円、受取手形及び売掛金が４億51百万円減少したこと等によるものであ

ります。負債は33億95百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億27百万円減少しました。これは主に、未払金が

１億９百万円、未払法人税等が２億24百万円、賞与引当金が１億89百万円減少したこと等によるものであります。純

資産は前連結会計年度末に比べて２億44百万円減少し104億15百万円となり、自己資本比率は72.5％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30年５月22日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点におい

て変更ありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年４月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年７月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,846,307 6,456,236

受取手形及び売掛金 2,006,394 1,554,689

電子記録債権 309,035 416,510

有価証券 396,622 300,767

商品及び製品 908,963 1,046,051

仕掛品 115,909 103,314

原材料及び貯蔵品 306,719 345,317

その他 88,464 94,936

貸倒引当金 △863 △837

流動資産合計 10,977,553 10,316,985

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 334,183 328,916

土地 1,346,573 1,346,573

その他（純額） 88,574 111,607

有形固定資産合計 1,769,331 1,787,096

無形固定資産

ソフトウエア 19,382 22,129

ソフトウエア仮勘定 72,619 76,258

その他 4,492 4,492

無形固定資産合計 96,493 102,880

投資その他の資産

投資有価証券 1,230,873 1,229,424

繰延税金資産 196,361 159,336

保険積立金 173,492 174,092

その他 41,512 44,228

貸倒引当金 △2,700 △2,916

投資その他の資産合計 1,639,540 1,604,166

固定資産合計 3,505,366 3,494,144

資産合計 14,482,919 13,811,129
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年４月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年７月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 953,196 1,003,222

電子記録債務 674,560 628,836

未払金 164,079 54,664

未払法人税等 230,009 5,913

賞与引当金 255,238 65,638

その他 249,423 283,293

流動負債合計 2,526,507 2,041,569

固定負債

役員退職慰労引当金 444,046 449,759

退職給付に係る負債 306,067 317,700

繰延税金負債 42,384 67,498

その他 503,680 518,614

固定負債合計 1,296,179 1,353,572

負債合計 3,822,687 3,395,141

純資産の部

株主資本

資本金 787,299 787,299

資本剰余金 676,811 676,811

利益剰余金 9,697,297 9,443,565

自己株式 △973,633 △973,633

株主資本合計 10,187,774 9,934,042

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 72,893 72,523

その他の包括利益累計額合計 72,893 72,523

非支配株主持分 399,564 409,421

純資産合計 10,660,232 10,415,987

負債純資産合計 14,482,919 13,811,129

決算短信（宝印刷） 2018年08月16日 11時48分 4ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社ヤガミ(7488) 平成31年４月期 第１四半期決算短信

－ 5 －

（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29年４月21日
　至 平成29年７月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月21日
　至 平成30年７月20日)

売上高 1,677,531 1,899,084

売上原価 1,014,949 1,184,780

売上総利益 662,582 714,304

販売費及び一般管理費 511,485 525,570

営業利益 151,096 188,734

営業外収益

受取利息 564 668

有価証券利息 675 1,570

受取配当金 2,398 2,816

不動産賃貸料 81 83

その他 1,525 597

営業外収益合計 5,245 5,735

営業外費用

支払利息 99 63

売上割引 244 372

その他 ― 34

営業外費用合計 343 470

経常利益 155,998 193,999

特別損失

投資有価証券評価損 1,249 ―

特別損失合計 1,249 ―

税金等調整前四半期純利益 154,748 193,999

法人税、住民税及び事業税 2,520 3,130

法人税等調整額 55,962 62,302

法人税等合計 58,483 65,433

四半期純利益 96,265 128,566

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,346 9,856

親会社株主に帰属する四半期純利益 89,918 118,710
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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29年４月21日
　至 平成29年７月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月21日
　至 平成30年７月20日)

四半期純利益 96,265 128,566

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,686 △370

その他の包括利益合計 8,686 △370

四半期包括利益 104,951 128,196

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 98,605 118,339

非支配株主に係る四半期包括利益 6,346 9,856
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（３）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。

　

（追加情報）

　 （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

（セグメント情報等）

　【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月21日 至 平成29年７月20日)

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

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高

外部顧客への売上高 770,871 446,650 460,009 1,677,531 ― 1,677,531

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 770,871 446,650 460,009 1,677,531 ― 1,677,531

セグメント利益 36,328 63,023 55,324 154,676 1,321 155,998

(注) １ セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しないものであります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月21日 至 平成30年７月20日)

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

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高

外部顧客への売上高 826,236 461,849 610,999 1,899,084 ― 1,899,084

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 826,236 461,849 610,999 1,899,084 ― 1,899,084

セグメント利益 20,700 69,994 101,305 192,000 1,998 193,999

(注) １ セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しないものであります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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