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

26年3月期第1四半期 97,004 7.7 6,164 45.0 6,290 65.9 5,818 121.1
25年3月期第1四半期 90,028 2.4 4,251 37.0 3,792 37.2 2,631 421.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 11,945百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △13,098百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 30.05 ―

25年3月期第1四半期 13.59 ―

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

26年3月期第1四半期 402,076 237,045 58.3 1,210.01
25年3月期 390,610 229,636 58.1 1,171.67

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  234,294百万円 25年3月期  226,872百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

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、通期は対前期、四半期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) 196,500 11.1 11,500 68.8 11,000 80.1 10,000 198.5 51.64
通期 408,000 11.2 20,000 117.0 18,500 115.6 16,500 300.3 85.21



(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）詳細は、添付資料２ページ「１. サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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25年7月31日）公表の「2014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26年3月期の連結業績予想については、本日（平成25年7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   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  有

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1Q 197,255,025 株 25年3月期 197,255,025 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,624,829 株 25年3月期 3,623,885 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 193,630,695 株 25年3月期1Q 193,642,646 株
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（会計方針の変更） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24

年５月17日。）が平成25年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったこと

に伴い、当第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額

を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識

過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしました。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法

を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、及び割引率の変

更等をいたしました。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当

第１四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係

る負債として計上したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減

しております。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更等に伴う影響額を利益剰余金に加減

しております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首のその他の包括利益累計額が10,716百万円減少し、利益

剰余金が7,062百万円増加しております。なお、当第１四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。 

  

（売上原価、販売費及び一般管理費の区分） 

組織変更に伴い、当社の事業部及び連結生産子会社の製造機能を見直した結果、当第１四半期連結会

計期間より、従来販売費及び一般管理費として計上されていた金額のうち、一部を売上原価として計上

しております。 

 当該変更により、従来の方法と比べて、当第１四半期連結累計期間の売上原価が1,219百万円増加

し、売上総利益が同額減少しております。また、販売費及び一般管理費が1,569百万円減少し、営業利

益が350百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

  

１．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（２）追加情報
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 51,445 52,149

受取手形及び売掛金 52,069 53,578

有価証券 250 －

商品及び製品 54,647 61,557

仕掛品 14,090 14,541

原材料及び貯蔵品 13,276 13,828

その他 13,211 13,049

貸倒引当金 △1,088 △1,272

流動資産合計 197,902 207,432

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 36,845 36,737

機械装置及び運搬具（純額） 11,887 12,011

工具、器具及び備品（純額） 9,518 9,852

土地 49,634 49,700

リース資産（純額） 336 327

建設仮勘定 2,104 1,780

有形固定資産合計 110,325 110,409

無形固定資産 3,224 3,318

投資その他の資産

投資有価証券 71,568 72,798

その他 8,181 8,476

貸倒引当金 △591 △358

投資その他の資産合計 79,157 80,916

固定資産合計 192,707 194,644

資産合計 390,610 402,076
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,339 22,910

短期借入金 9,360 13,271

1年内返済予定の長期借入金 486 233

未払金及び未払費用 31,309 23,746

未払法人税等 1,582 1,841

引当金 2,710 2,719

その他 5,761 7,118

流動負債合計 71,550 71,840

固定負債

長期借入金 165 157

退職給付引当金 41,148 －

退職給付に係る負債 － 44,386

その他 48,108 48,646

固定負債合計 89,422 93,190

負債合計 160,973 165,031

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 140,473 152,665

自己株式 △3,699 △3,700

株主資本合計 205,363 217,554

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 34,810 35,783

繰延ヘッジ損益 △41 114

土地再評価差額金 17,184 17,184

為替換算調整勘定 △30,443 △26,045

退職給付に係る調整累計額 － △10,296

その他の包括利益累計額合計 21,508 16,740

少数株主持分 2,764 2,750

純資産合計 229,636 237,045

負債純資産合計 390,610 402,076
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四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

（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

(単位：百万円)

  
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 90,028 97,004

売上原価 57,071 61,222

売上総利益 32,957 35,782

販売費及び一般管理費 28,706 29,617

営業利益 4,251 6,164

営業外収益 
 受取利息 98 130
 受取配当金 230 252
 為替差益 － 247
 その他 179 210
 営業外収益合計 507 841

営業外費用 
 売上割引 436 532
 為替差損 354 －
 その他 175 183
 営業外費用合計 966 715

経常利益 3,792 6,290

特別利益 
 固定資産売却益 17 14
 投資有価証券売却益 － 987
 特別利益合計 17 1,002

特別損失 
 固定資産除却損 24 38
 投資有価証券評価損 28 －
 関係会社出資金評価損 62 －

 特別損失合計 114 38

税金等調整前四半期純利益 3,695 7,254

法人税、住民税及び事業税 979 1,511

法人税等調整額 △17 10

法人税等合計 962 1,522

少数株主損益調整前四半期純利益 2,733 5,732

少数株主利益又は少数株主損失（△） 102 △85

四半期純利益 2,631 5,818
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,733 5,732

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,543 956

繰延ヘッジ損益 698 156

為替換算調整勘定 △5,986 4,688

退職給付に係る調整額 － 420

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △7

その他の包括利益合計 △15,832 6,213

四半期包括利益 △13,098 11,945

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,076 11,873

少数株主に係る四半期包括利益 △22 72
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（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。 

  

（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24年４月１日  至  平成24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 

                                                                        （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△211百万円は、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25年４月１日  至  平成25年６月30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 

                                                                        （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△134百万円は、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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

 楽器 音響機器 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 58,818 20,515 3,860 6,834 90,028 90,028 

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

  211 211 △211  

計 58,818 20,515 4,071 6,834 90,240 △211 90,028 

  セグメント利益 
  又は損失(△) 3,202 1,010 △589 627 4,251 4,251 

 楽器 音響機器 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 62,581 23,477 4,647 6,298 97,004 97,004 

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

  134 134 △134  

計 62,581 23,477 4,782 6,298 97,139 △134 97,004 

  セグメント利益  4,435 860 425 443 6,164 6,164 
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、組織変更に伴い、従来の「ＡＶ・ＩＴ」事業を「音響機器」事業に

名称変更しております。また、セグメント区分を見直し、業務用音響機器を「楽器」事業から「音響機

器」事業に変更しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したも

のを記載しております。 

  

また、追加情報に記載のとおり、組織変更に伴い、当社の事業部及び連結生産子会社の製造機能を見

直した結果、当第１四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費として計上されていた金額の

うち、一部を売上原価として計上しております。 

当該変更により、従来の方法と比べて、当第１四半期連結累計期間の「楽器」のセグメント利益が

263百万円増加、「音響機器」のセグメント利益が78百万円増加、「電子部品」のセグメント利益が３

百万円増加、「その他」のセグメント利益が４百万円増加しております。 

  

（参考情報） 

【顧客の所在地を基礎とした情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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25年４月１日 至 平成25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 

  

 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) 45,398 11,692 13,095 19,841 44,630 90,028 

  連結売上高に占める 
  売上高の割合(％) 50.4 13.0 14.6 22.0 49.6 100.0 

 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) 42,704 14,504 15,946 23,849 54,300 97,004 

  連結売上高に占める 
  売上高の割合(％) 44.0 15.0 16.4 24.6 56.0 100.0 

ヤマハ㈱(7951) 平成26年３月期 第１四半期決算短信

-8-



  

【当社グループの所在地を基礎とした情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６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△50,071百万円は、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25年４月１日 至 平成25年６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△59,543百万円は、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。 

  

 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) 外部顧客への 
   売上高 48,530 11,588 13,055 16,854 90,028 90,028 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 31,901 154 269 17,746 50,071 △50,071  

計 80,431 11,743 13,325 34,600 140,100 △50,071 90,028 

  セグメント利益 2,391 349 107 2,331 5,179 △928 4,251 

 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) 外部顧客への 
   売上高 46,148 14,383 16,020 20,451 97,004 97,004 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 37,239 157 661 21,484 59,543 △59,543  

計 83,388 14,541 16,682 41,936 156,548 △59,543 97,004 

  セグメント利益 4,535 419 76 2,753 7,786 △1,621 6,164 
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