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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 176,831 0.1 6,811 8.1 6,107 14.5 3,349 18.9
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △15,437百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △16,611百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 17.30 ―

24年3月期第2四半期 14.55 ―

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

25年3月期第2四半期 348,767 189,981 53.7 967.27
24年3月期 366,610 206,832 55.6 1,052.01

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  187,295百万円 24年3月期  203,713百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

25年3月期 ― 5.00

25年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 367,500 3.1 11,000 35.6 9,000 24.1 3,500 ― 18.08



(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 

（注）第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当して
おります。詳細は、添付資料P.２ 「１. サマリー情報（注記事項）に関する事項」 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧下さい。 

(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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、
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24年10月31日）公表の「2013年3月期第2四半期（累計）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25年3月期の連結業績予想については、本日（平成24年10月31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。 

※  注記事項

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 197,255,025 株 24年3月期 197,255,025 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,622,175 株 24年3月期 3,612,338 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 193,638,773 株 24年3月期2Q 193,643,292 株
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【会計方針の変更等】 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

なお、当該変更が当第２四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。  

  

１．サマリー情報(注記事項)に関する事項

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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２．四半期連結財務諸表

(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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,103 50,043

受取手形及び売掛金 45,634 49,747

有価証券 4,699 260

商品及び製品 51,452 56,359

仕掛品 13,771 15,156

原材料及び貯蔵品 11,922 12,147

その他 10,534 9,309

貸倒引当金 △1,165 △938

流動資産合計 188,952 192,085

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 36,695 35,470

機械装置及び運搬具（純額） 11,475 11,000

工具、器具及び備品（純額） 7,826 8,120

土地 48,853 48,876

リース資産（純額） 250 246

建設仮勘定 1,757 1,953

有形固定資産合計 106,858 105,668

無形固定資産 2,685 2,553

投資その他の資産

投資有価証券 61,690 42,073

その他 7,163 6,887

貸倒引当金 △739 △499

投資その他の資産合計 68,114 48,460

固定資産合計 177,658 156,681

資産合計 366,610 348,767
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,263 21,669

短期借入金 9,883 17,472

1年内返済予定の長期借入金 912 314

未払金及び未払費用 29,407 27,911

未払法人税等 1,931 1,940

引当金 2,940 2,587

その他 5,492 6,058

流動負債合計 72,829 77,954

固定負債

長期借入金 499 432

退職給付引当金 41,479 42,085

その他 44,969 38,314

固定負債合計 86,948 80,832

負債合計 159,778 158,786

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 138,152 140,548

自己株式 △3,690 △3,698

株主資本合計 203,050 205,439

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,337 14,502

繰延ヘッジ損益 △367 △148

土地再評価差額金 17,304 17,304

為替換算調整勘定 △43,611 △49,801

その他の包括利益累計額合計 662 △18,143

少数株主持分 3,118 2,685

純資産合計 206,832 189,981

負債純資産合計 366,610 348,767
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 176,629 176,831

売上原価 112,595 112,408

売上総利益 64,034 64,422

販売費及び一般管理費 57,732 57,611

営業利益 6,301 6,811

営業外収益

受取利息 226 222

受取配当金 294 446

移転補償金 438 －

その他 294 373

営業外収益合計 1,253 1,042

営業外費用

売上割引 1,018 842

為替差損 791 604

その他 413 298

営業外費用合計 2,223 1,746

経常利益 5,332 6,107

特別利益

固定資産売却益 137 430

投資有価証券売却益 － 173

特別利益合計 137 604

特別損失

固定資産除却損 184 80

投資有価証券評価損 269 139

関係会社出資金評価損 － 76

構造改革費用 － 988

その他 51 －

特別損失合計 506 1,284

税金等調整前四半期純利益 4,963 5,427

法人税、住民税及び事業税 1,908 2,072

法人税等調整額 80 △162

法人税等合計 1,988 1,909

少数株主損益調整前四半期純利益 2,975 3,518

少数株主利益 157 168

四半期純利益 2,818 3,349
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,975 3,518

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,999 △12,833

繰延ヘッジ損益 809 218

為替換算調整勘定 △9,396 △6,341

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 △19,586 △18,955

四半期包括利益 △16,611 △15,437

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △16,595 △15,454

少数株主に係る四半期包括利益 △16 17
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該当事項はありません。  

  

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第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 

                                                                        （単位：百万円） 

 
(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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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 

                                    （単位：百万円） 

 
(注) １ 調整額は、以下のとおりです。 

  売上高計の調整額△430百万円は、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) セグメント情報等

楽器
ＡＶ・
ＩＴ 
 

電子部品 その他 合計 調整額
四半期連結
財務諸表 
計上額

  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

楽器
ＡＶ・
ＩＴ

電子部品 その他 合計 調整額
四半期連結
財務諸表 
計上額

  売上高

 (1) 外部顧客への 
   売上高

131,822 24,721 7,896 12,391 176,831 176,831

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

430 430 △430

計 131,822 24,721 8,327 12,391 177,262 △430 176,831

  セグメント利益 
  又は損失（△）

5,520 1,491 △940 739 6,811 6,811
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（参考情報） 

前第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 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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
財務諸表 
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

日本

海外 四半期連結
財務諸表 
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) 84,443 24,664 26,586 41,137 92,388 176,831

  連結売上高に占める 
  売上高の割合(％)

47.8 13.9 15.0 23.3 52.2 100.0
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前第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) 

                                                                          （単位：百万円） 

 
(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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

                                                                      （単位：百万円） 

 
(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△102,676百万円は、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 北米 欧州

アジア・オ
セアニア・
その他の 
地域

合計 調整額
四半期連結
財務諸表 
計上額

  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

日本 北米 欧州

アジア・オ
セアニア・
その他の 
地域

合計 調整額
四半期連結
財務諸表 
計上額

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

90,738 24,449 26,551 35,092 176,831 176,831

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

65,953 310 557 35,855 102,676 △102,676

計 156,691 24,759 27,108 70,947 279,507 △102,676 176,831

  セグメント利益 2,997 917 609 4,864 9,389 △2,578 6,811

 (5) 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25年３月期 第２四半期決算短信

-9-




