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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 6,707 12.5 899 55.5 917 79.1 596 57.5
25年3月期第3四半期 5,959 △1.4 578 13.8 512 8.6 378 28.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 859百万円 （137.9％） 25年3月期第3四半期 361百万円 （41.5％）

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

26年3月期第3四半期 49.84 ―
25年3月期第3四半期 31.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 9,648 5,710 56.6
25年3月期 9,035 4,980 52.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 5,460百万円 25年3月期 4,747百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
26年3月期 ― 4.00 ―
26年3月期（予想） 4.00 8.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
業績予想の修正については、本日（平成26年２月７日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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 8,900 7.5 1,180 12.8 1,180 26.7 770 19.0 64.37



(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

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引

法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施中であります。

※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 ： 無
②①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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 12,000,000 株 25年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 23,151 株 25年3月期 41,068 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 11,962,696 株 25年3月期3Q 11,960,939 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国の持続的な景気回復や欧州景気の底打ち感など先進国を中

心として改善傾向となったほか、中国やその他新興国の成長には減速感も見られるものの、全体として底堅く推移

しております。

また、国内経済におきましても、円高是正の継続と株価上昇に伴う企業収益の向上など緩やかな回復が続いてお

ります。

このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、為替相場の変動による景気への影響が懸念

されながらも、北米向けが堅調さを維持し、欧州や中国、東南アジア圏および国内市場における需要が緩やかなが

らも上向きに推移いたしました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は6,707百万円（前年同期比747百万円、12.5％増）となりま

した。売上高を部門別にみますと、オートモティブ部門は1,724百万円（前年同期比64百万円、3.9％増）、主力製

品のダイアフラムポンプが属するインダストリアル部門は、4,116百万円（前年同期比608百万円、17.4％増）とな

り、上記部門に属さないサービス部品や修理売上などのその他の部門の売上高は865百万円（前年同期比74百万

円、9.4％増）となりました。

利益面では、売上総利益は2,807百万円（前年同期比473百万円、20.3％増）となり、販売費及び一般管理費は微

増状態に留まったことにより、営業利益は899百万円（前年同期比321百万円、55.5％増）、経常利益は917百万円

（前年同期比405百万円、79.1％増）、四半期純利益は596百万円（前年同期比217百万円、57.5％増）となりまし

た。

当第３四半期連結累計期間における報告セグメントの業績は次のとおりであります。

日本における外部顧客に対する売上高は3,809百万円（前年同期比49百万円、1.3％増）、営業利益は515百万円

（前年同期比301百万円、140.6％増）となりました。米国における外部顧客に対する売上高は1,951百万円（前年

同期比465百万円、31.3％増）、営業利益は334百万円（前年同期比40百万円、13.8％増）となりました。オランダ

における外部顧客に対する売上高は725百万円（前年同期比201百万円、38.5％増）、営業利益は89百万円（前年同

期比13百万円、17.7％増）となりました。中国における外部顧客に対する売上高は219百万円（前年同期比30百万

円、16.2％増）、営業利益は24百万円（前年同期は営業損失2百万円）となりました。

また、当第３四半期連結累計期間の連結売上高に占める海外売上高は3,348百万円（前年同期比715百万円、

27.2％増）で、その割合は49.9％となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債、純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は9,648百万円となり、前連結会計年度末に比べ612百万円の増

加となりました。これは主に、流動資産の増加（168百万円）、固定資産の増加（444百万円）等によるものであ

ります。

負債合計は3,938百万円となり、前連結会計年度末に比べ116百万円の減少となりました。これは主に、流動負

債の減少（△143百万円）、固定負債の増加（26百万円）等によるものであります。

純資産合計は5,710百万円となり、前連結会計年度末に比べ729百万円の増加となりました。これは主に、利益

剰余金の増加（452百万円）、その他の包括利益累計額合計の増加（255百万円）等によるものであります。

この結果、自己資本比率は56.6％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,268百万円となり、前連結会計年度末に比べ24

百万円の減少となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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・フローは582百万円の純収入（前年同四半期は494百万円の純収入）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益917百万円、減価償却費156百万円、たな卸資産の減少66百万円等の

収入要因があったものの、仕入債務の減少208百万円、法人税等の支払額300百万円等の支出要因があったことに

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404百万円の純支出（前年同四半期は42百万円の純支出）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の売却により64百万円等の収入要因があったものの、有形固定資産の取得により

485百万円等の支出要因があったこと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263百万円の純支出（前年同四半期は327百万円の純支出）となりまし

た。これは主に、短期借入金の借入により292百万円等の収入要因があったものの、長短借入金の返済により410

百万円、配当金の支払い134百万円等の支出要因があったことによるものであります。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期通期の業績予想につきましては、第３四半期業績を勘案し、予想数値を修正いたしました。本日

（平成26年２月７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。

（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

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

㈱ヤマダコーポレーション（6392）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

－ 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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,263,059 2,238,025

受取手形及び売掛金 1,540,989 1,599,664

有価証券 50,772 50,795

商品及び製品 1,272,322 1,386,520

仕掛品 270,977 332,577

原材料及び貯蔵品 400,118 296,447

繰延税金資産 36,143 41,884

その他 73,981 131,631

貸倒引当金 △6,699 △7,366

流動資産合計 5,901,664 6,070,181

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,138,678 1,133,815

土地 1,241,962 1,257,874

その他（純額） 291,738 634,210

有形固定資産合計 2,672,378 3,025,900

無形固定資産 72,056 55,068

投資その他の資産 389,597 497,134

固定資産合計 3,134,031 3,578,102

資産合計 9,035,696 9,648,284

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,494,451 1,359,818

短期借入金 127,000 102,000

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 122,496 97,463

未払法人税等 129,060 199,942

賞与引当金 105,232 27,552

その他 226,371 274,207

流動負債合計 2,504,612 2,360,985

固定負債

長期借入金 690,328 635,608

繰延税金負債 251,033 287,997

退職給付引当金 456,946 480,528

資産除去債務 20,349 20,349

長期未払金 43,200 43,200

その他 88,275 109,368

固定負債合計 1,550,133 1,577,052
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債合計 4,054,746 3,938,038

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 56,750 58,187

利益剰余金 4,143,690 4,596,135

自己株式 △8,512 △4,686

株主資本合計 4,791,928 5,249,636

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 49,953 114,671

為替換算調整勘定 △94,441 96,391

その他の包括利益累計額合計 △44,487 211,062

少数株主持分 233,508 249,546

純資産合計 4,980,949 5,710,246

負債純資産合計 9,035,696 9,648,284
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 5,959,893 6,707,122

売上原価 3,625,312 3,899,137

売上総利益 2,334,580 2,807,985

販売費及び一般管理費 1,756,546 1,908,854

営業利益 578,034 899,131

営業外収益

受取利息 2,818 2,773

受取配当金 8,991 7,650

負ののれん償却額 3,668 3,668

為替差益 － 10,755

その他 19,356 17,291

営業外収益合計 34,835 42,139

営業外費用

支払利息 19,136 14,003

売上割引 10,001 9,891

為替差損 70,010 －

その他 1,578 121

営業外費用合計 100,726 24,016

経常利益 512,142 917,253

特別利益

固定資産売却益 1,659 557

投資有価証券売却益 18,810 2,954

国庫補助金 1,296 －

補助金収入 4,765 －

特別利益合計 26,531 3,511

特別損失

固定資産処分損 19,557 3,236

役員退職慰労金 85,000 －

その他 4,835 －

特別損失合計 109,393 3,236

税金等調整前四半期純利益 429,280 917,529

法人税、住民税及び事業税 107,345 316,401

法人税等調整額 9,967 △2,802

法人税等合計 117,313 313,599

少数株主損益調整前四半期純利益 311,967 603,929

少数株主利益又は少数株主損失（△） △66,567 7,755

四半期純利益 378,535 596,174
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（四半期連結包括利益計算書）
（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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 311,967 603,929

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,026 64,717

為替換算調整勘定 47,232 190,832

その他の包括利益合計 49,259 255,550

四半期包括利益 361,226 859,480

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 427,794 851,724

少数株主に係る四半期包括利益 △66,567 7,755
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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 429,280 917,529

減価償却費 205,739 156,256

負ののれん償却額 △3,668 △3,668

受取利息及び受取配当金 △11,810 △10,424

支払利息 19,136 14,003

売上債権の増減額（△は増加） 347,505 △3,213

たな卸資産の増減額（△は増加） △185,330 66,444

仕入債務の増減額（△は減少） △29,468 △208,664

割引手形の増減額（△は減少） 7,000 －

役員退職慰労金 85,000 －

その他 △196,741 △41,798

小計 666,643 886,465

利息及び配当金の受取額 11,810 10,424

利息の支払額 △20,002 △13,979

役員退職慰労金の支払額 △55,000 －

法人税等の支払額 △120,705 △300,653

法人税等の還付額 11,404 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 494,149 582,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △28,917 △2,005

定期預金の払戻による収入 32,262 3,000

有形固定資産の取得による支出 △156,294 △485,330

有形固定資産の売却による収入 7,324 64,182

投資有価証券の取得による支出 △1,637 △1,699

投資有価証券の売却による収入 57,860 11,236

保険積立金の解約による収入 47,167 －

その他 227 5,972

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,007 △404,643

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 505,677 292,000

短期借入金の返済による支出 △547,159 △317,000

長期借入れによる収入 440,000 －

長期借入金の返済による支出 △356,475 △93,553

社債の償還による支出 △300,000 －

配当金の支払額 △57,671 △134,107

少数株主への配当金の支払額 △2,000 －

自己株式の売却による収入 － 5,464

その他 △10,104 △16,334

財務活動によるキャッシュ・フロー △327,733 △263,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,709 61,903
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,118 △24,015

現金及び現金同等物の期首残高 1,987,078 2,292,125

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 61,149 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △99,098 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,080,248 2,268,110
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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）

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（単位：千円）

報告セグメント
合計

日本 米国 オランダ 中国

売上高

外部顧客への売上高 3,760,015 1,486,613 524,121 189,142 5,959,893

セグメント間の内部売上高又は振替高 1,154,388 35,246 7,019 － 1,196,655

計 4,914,404 1,521,860 531,141 189,142 7,156,548

営業費用 4,700,131 1,227,433 455,503 191,170 6,574,239

セグメント利益又は損失（△） 214,272 294,426 75,637 △2,028 582,309

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 582,309

セグメント間取引消去 △1,386

棚卸資産の調整額 △2,888

四半期連結損益計算書の営業利益 578,034
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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）

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（全社費用の変更）

第１四半期連結会計期間より、全社費用の所属セグメントを、「日本」に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益が、

「日本」で77,301千円減少しております。なお、前第３四半期連結会計期間の報告セグメントについて

も変更後の区分方法により作成しております。

（単位：千円）

報告セグメント
合計

日本 米国 オランダ 中国

売上高

外部顧客への売上高 3,809,568 1,951,868 725,964 219,721 6,707,122

セグメント間の内部売上高又は振替高 1,336,015 61,544 15,927 － 1,413,487

計 5,145,583 2,013,413 741,891 219,721 8,120,609

営業費用 4,630,051 1,678,445 652,870 195,245 7,156,613

セグメント利益 515,531 334,968 89,021 24,475 963,996

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 963,996

セグメント間取引消去 △3,879

棚卸資産の調整額 △60,985

四半期連結損益計算書の営業利益 899,131
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