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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 87,928 △3.3 3,103 △39.8 2,765 △43.1 504 △77.2

23年3月期第1四半期 90,914 △8.6 5,153 ― 4,856 ― 2,208 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △234百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △12,229百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 2.60 ―

23年3月期第1四半期 11.20 ―

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

24年3月期第1四半期 383,084 243,472 62.8 1,242.70
23年3月期 390,852 245,002 61.9 1,250.06

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  240,639百万円 23年3月期  242,065百万円

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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  ：  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

第2四半期(累計) 180,500 △2.1 5,500 △40.7 5,000 △40.2 2,500 △50.5 12.91
通期 378,000 1.1 12,500 △5.1 10,500 △4.3 6,500 28.0 33.57



(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
連結業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の連結業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 
当四半期決算に関する定性的情報は、本日（平成23年8月1日）公表の「2012年3月期第1四半期連結業績の概要と通期連結業績予想について」をご参照下さ
い。 
平成24年3月期の連結業績予想については、本日（平成23年8月1日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
決算説明会にて使用した資料等については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 197,255,025 株 23年3月期 197,255,025 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,611,595 株 23年3月期 3,611,429 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 193,643,501 株 23年3月期1Q 197,232,597 株



  

１. 四半期連結財務諸表……………………………………………………………………２ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………２ 

(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 ………………………………………………………………４ 

 四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………５ 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………６ 

(4) 追加情報 ………………………………………………………………………………６ 

(5) セグメント情報等 ……………………………………………………………………６ 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

  

  

  

  

  

○添付資料の目次

ヤマハ㈱(7951)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

-1-



1. 四半期連結財務諸表

 (1)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 57,210 52,580

受取手形及び売掛金 46,486 44,490

有価証券 1,960 400

商品及び製品 47,361 49,556

仕掛品 13,620 15,058

原材料及び貯蔵品 10,678 11,449

その他 18,797 15,273

貸倒引当金 △1,397 △1,380

流動資産合計 194,717 187,430

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 38,106 37,308

機械装置及び運搬具（純額） 11,747 11,261

工具、器具及び備品（純額） 7,904 7,784

土地 49,347 49,295

リース資産（純額） 272 265

建設仮勘定 888 1,011

有形固定資産合計 108,267 106,926

無形固定資産 2,857 2,731

投資その他の資産

投資有価証券 75,477 76,415

その他 10,208 10,248

貸倒引当金 △675 △668

投資その他の資産合計 85,009 85,995

固定資産合計 196,134 195,653

資産合計 390,852 383,084
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 24,198 23,243

短期借入金 6,597 7,681

1年内返済予定の長期借入金 3,863 2,910

未払金及び未払費用 28,657 22,262

未払法人税等 2,303 1,433

引当金 3,073 3,278

その他 6,141 7,663

流動負債合計 74,836 68,473

固定負債

長期借入金 1,376 687

退職給付引当金 37,599 38,639

その他 32,037 31,810

固定負債合計 71,013 71,137

負債合計 145,849 139,611

純資産の部

株主資本

資本金 28,534 28,534

資本剰余金 40,054 40,054

利益剰余金 169,894 169,261

自己株式 △3,690 △3,690

株主資本合計 234,793 234,160

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 33,559 34,176

繰延ヘッジ損益 △252 △13

土地再評価差額金 15,549 15,501

為替換算調整勘定 △41,583 △43,184

その他の包括利益累計額合計 7,272 6,479

少数株主持分 2,937 2,832

純資産合計 245,002 243,472

負債純資産合計 390,852 383,084

ヤマハ㈱(7951)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

-3-



 (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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

売上高 90,914 87,928

売上原価 55,490 55,696

売上総利益 35,424 32,231

販売費及び一般管理費 30,271 29,127

営業利益 5,153 3,103

営業外収益

受取利息 94 116

受取配当金 542 287

その他 334 181

営業外収益合計 971 585

営業外費用

売上割引 516 492

為替差損 497 242

その他 254 188

営業外費用合計 1,268 923

経常利益 4,856 2,765

特別利益

固定資産売却益 12 24

構造改革費用引当金戻入額 292 －

その他 5 －

特別利益合計 310 24

特別損失

固定資産除却損 67 54

投資有価証券評価損 1,546 79

その他 78 39

特別損失合計 1,692 172

税金等調整前四半期純利益 3,474 2,617

法人税、住民税及び事業税 1,327 796

法人税等調整額 △119 1,268

法人税等合計 1,207 2,065

少数株主損益調整前四半期純利益 2,266 552

少数株主利益 58 48

四半期純利益 2,208 504
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,266 552

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,132 617

繰延ヘッジ損益 752 239

為替換算調整勘定 △8,116 △1,643

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △0

その他の包括利益合計 △14,496 △786

四半期包括利益 △12,229 △234

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,192 △240

少数株主に係る四半期包括利益 △37 6
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該当事項はありません。 

  

①「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成21年12月４日 企業会計

基準第24号)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員

会 平成21年12月４日 企業会計基準適用指針第24号)を適用しております。 

②連結納税制度の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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 

 
(注) １ 調整額は、以下のとおりです。 

  売上高計の調整額△319百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。 

  

Ⅱ 当第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) 

 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 

 
(注) １ 調整額は、以下のとおりです。 

  売上高計の調整額△253百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。 

 (3) 継続企業の前提に関する注記

 (4) 追加情報

 (5) セグメント情報等

【セグメント情報】

楽器 
(百万円)

ＡＶ・
ＩＴ 

(百万円)

電子部品
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

調整額 
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客への 
   売上高

66,640 12,040 5,130 7,103 90,914 90,914

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

319 319 △319

計 66,640 12,040 5,449 7,103 91,234 △319 90,914

  セグメント利益 3,459 344 497 851 5,153 5,153

楽器 
(百万円)

ＡＶ・
ＩＴ 

(百万円)

電子部品
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

調整額 
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客への 
   売上高

66,615 12,379 3,786 5,147 87,928 87,928

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

253 253 △253

計 66,615 12,379 4,039 5,147 88,182 △253 87,928

  セグメント利益 
  又は損失（△）

2,595 557 △343 293 3,103 3,103
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（参考情報） 

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) １ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     北米………………………………………………アメリカ、カナダ 

     欧州………………………………………………ドイツ、フランス、イギリス 

     アジア・オセアニア・その他の地域…………中国、韓国、オーストラリア 

  

当第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) 

 
(注) １ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     北米………………………………………………アメリカ、カナダ 

     欧州………………………………………………ドイツ、フランス、イギリス 

     アジア・オセアニア・その他の地域…………中国、韓国、オーストラリア 

  

【顧客の所在地を基礎とした情報】

日本

海外 四半期連結
損益計算書 
計上額 

 北米 欧州
アジア・オセ
アニア・その
他の地域

計

  売上高(百万円) 46,049 13,272 14,331 17,262 44,865 90,914

  連結売上高に占める 
  売上高の割合(％)

50.7 14.6 15.8 19.0 49.3 100.0

日本

海外 四半期連結
損益計算書 
計上額 

 北米 欧州
アジア・オセ
アニア・その
他の地域

計

  売上高(百万円) 43,638 11,124 14,449 18,716 44,290 87,928

  連結売上高に占める 
  売上高の割合(％)

49.6 12.7 16.4 21.3 50.4 100.0
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前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) １ 売上高は当社グループの所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     顧客の所在地を基礎とした情報の分類と同じであります。 

   ３ 調整額は、以下のとおりです。 

   売上高計の調整額△48,501百万円は、セグメント間取引消去であります。 

 ４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。 

  

当第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) 

 
(注) １ 売上高は当社グループの所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     顧客の所在地を基礎とした情報の分類と同じであります。 

   ３ 調整額は、以下のとおりです。 

   売上高計の調整額△46,300百万円は、セグメント間取引消去であります。 

 ４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

【当社グループの所在地を基礎とした情報】

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・オ
セアニア・
その他の 
地域 

(百万円)

計
(百万円)

調整額 
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

49,096 13,134 14,229 14,455 90,914 90,914

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

32,310 210 416 15,564 48,501 △48,501

計 81,406 13,344 14,645 30,019 139,416 △48,501 90,914

  セグメント利益 2,673 499 301 2,211 5,685 △532 5,153

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・オ
セアニア・
その他の 
地域 

(百万円)

計
(百万円)

調整額 
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

46,480 11,044 14,452 15,951 87,928 87,928

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

30,522 147 401 15,229 46,300 △46,300

計 77,002 11,191 14,853 31,181 134,228 △46,300 87,928

  セグメント利益 573 204 22 2,112 2,913 190 3,103

 (6) 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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