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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 176,629 △4.2 6,301 △32.0 5,332 △36.2 2,818 △44.2

23年3月期第2四半期 184,333 △9.8 9,268 123.9 8,358 193.5 5,046 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △16,611百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △9,460百万円 （―％）

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2四半期 14.55 ―

23年3月期第2四半期 25.59 ―

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2四半期 375,868 226,824 59.6 1,156.92
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2四半期  224,028百万円 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 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 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、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  
 

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 369,000 △1.3 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11月1日）公表の「2012年3月期第2四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。 
（業績予想の修正について） 
第2四半期における業績および今後の事業動向、為替動向等を考慮し、売上高を3,690億円へ下方修正し、営業利益、経常利益、当期純利益はそれぞれ据え置
きとします。 
 
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2Q 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2Q 3,612,074 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2Q 193,643,292 株 23年3月期2Q 197,232,210 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２四半期決算短信

-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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 57,210 55,605

受取手形及び売掛金 46,486 47,074

有価証券 1,960 400

商品及び製品 47,361 49,344

仕掛品 13,620 14,992

原材料及び貯蔵品 10,678 11,004

その他 18,797 16,162

貸倒引当金 △1,397 △1,200

流動資産合計 194,717 193,384

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 38,106 36,763

機械装置及び運搬具（純額） 11,747 11,015

工具、器具及び備品（純額） 7,904 7,355

土地 49,347 49,085

リース資産（純額） 272 257

建設仮勘定 888 1,461

有形固定資産合計 108,267 105,938

無形固定資産 2,857 2,535

投資その他の資産

投資有価証券 75,477 56,897

その他 10,208 17,717

貸倒引当金 △675 △604

投資その他の資産合計 85,009 74,009

固定資産合計 196,134 182,483

資産合計 390,852 375,868
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 24,198 22,270

短期借入金 6,597 16,041

1年内返済予定の長期借入金 3,863 1,682

未払金及び未払費用 28,657 26,621

未払法人税等 2,303 1,588

引当金 3,073 2,740

その他 6,141 6,169

流動負債合計 74,836 77,115

固定負債

長期借入金 1,376 626

退職給付引当金 37,599 39,539

その他 32,037 31,762

固定負債合計 71,013 71,929

負債合計 145,849 149,044

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 169,894 171,320

自己株式 △3,690 △3,690

株主資本合計 234,793 236,219

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 22,559

繰延ヘッジ損益 △252 557

土地再評価差額金 15,549 15,501

為替換算調整勘定 △41,583 △50,808

その他の包括利益累計額合計 7,272 △12,190

少数株主持分 2,937 2,795

純資産合計 245,002 226,824

負債純資産合計 390,852 375,868
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 184,333 176,629

売上原価 114,704 112,595

売上総利益 69,629 64,034

販売費及び一般管理費 60,360 57,732

営業利益 9,268 6,301

営業外収益

受取利息 147 226

受取配当金 546 294

移転補償金 58 438

その他 625 294

営業外収益合計 1,377 1,253

営業外費用

売上割引 1,048 1,018

為替差損 786 791

その他 452 413

営業外費用合計 2,287 2,223

経常利益 8,358 5,332

特別利益

固定資産売却益 68 137

投資有価証券売却益 112 －

製品保証引当金戻入額 45 －

構造改革費用引当金戻入額 313 －

特別利益合計 540 137

特別損失

固定資産除却損 244 184

投資有価証券評価損 1,721 269

関係会社株式評価損 10 －

その他 128 51

特別損失合計 2,103 506

税金等調整前四半期純利益 6,795 4,963

法人税、住民税及び事業税 2,826 1,908

法人税等調整額 △1,312 80

法人税等合計 1,513 1,988

少数株主損益調整前四半期純利益 5,281 2,975

少数株主利益 235 157

四半期純利益 5,046 2,818
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,281 2,975

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,847 △10,999

繰延ヘッジ損益 △12 809

為替換算調整勘定 △8,882 △9,396

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 △14,742 △19,586

四半期包括利益 △9,460 △16,611

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,464 △16,595

少数株主に係る四半期包括利益 3 △16
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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 

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 

 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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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△634百万円は、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２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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△427百万円は、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)

合計
(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

135,034 25,408 10,262 13,627 184,333 184,333

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

634 634 △634

計 135,034 25,408 10,897 13,627 184,968 △634 184,333

  セグメント利益 6,365 625 936 1,340 9,268 9,268

楽器 
(百万円)

ＡＶ・
ＩＴ 

(百万円)

電子部品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(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

132,364 25,048 8,138 11,077 176,629 176,629

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

427 427 △427

計 132,364 25,048 8,565 11,077 177,056 △427 176,629

  セグメント利益 
  又は損失(△)

4,593 1,842 △710 576 6,301 6,301
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（参考情報） 

前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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

合計

  売上高(百万円) 88,908 28,354 30,115 36,954 95,425 184,333

  連結売上高に占める 
  売上高の割合(％)

48.2 15.4 16.3 20.0 51.8 100.0

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

合計

  売上高(百万円) 82,997 24,301 30,055 39,275 93,632 176,629

  連結売上高に占める 
  売上高の割合(％)

47.0 13.8 17.0 22.2 53.0 100.0
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前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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△107,769百万円は、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２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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△99,911百万円は、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)

合計
(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

94,913 28,042 29,942 31,435 184,333 184,333

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

71,770 472 934 34,592 107,769 △107,769

計 166,683 28,515 30,876 66,028 292,103 △107,769 184,333

  セグメント利益 5,273 808 912 5,182 12,176 △2,908 9,268

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)

合計
(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

88,606 24,159 30,100 33,761 176,629 176,629

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

65,821 389 700 33,000 99,911 △99,911

計 154,428 24,549 30,801 66,762 276,541 △99,911 176,629

  セグメント利益 938 769 572 4,607 6,887 △585 6,301

  (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ヤマハ㈱(7951)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-8-


	サマリー(業績予想対前年-修正).pdf
	添付資料



