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(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  

  

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第189期 

第３四半期 
連結累計期間

第190期 
第３四半期 
連結累計期間

第189期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 273,932 308,674 366,941

経常利益 (百万円) 9,627 22,344 8,580

四半期(当期)純利益 (百万円) 4,461 19,041 4,122

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 5,756 44,248 25,747

純資産額 (百万円) 210,162 267,891 229,636

総資産額 (百万円) 373,795 445,141 390,610

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 23.04 98.34 21.29

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 55.4 59.5 58.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,746 13,718 7,755

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,400 △4,135 △12,617

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,544 3,333 △5,536

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) 48,878 65,926 49,464
 

回次
第189期 

第３四半期 
連結会計期間

第190期 
第３四半期 
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 5.74 33.75
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当第３四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はあ

りません。 

また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。 

（楽器事業及び音響機器事業） 

当社は、平成25年４月１日付で当社が営む国内楽器・音響機器卸販売事業及び教室事業を吸収分割によ

りヤマハミュージックトレーディング㈱に承継させており、同社はヤマハエレクトロニクスマーケティン

グ㈱とヤマハミュージックリース㈱を吸収合併し、㈱ヤマハミュージックジャパンに社名変更しておりま

す。また、同日付で㈱ヤマハミュージック東京を含む国内楽器小売販売子会社８社は合併し、㈱ヤマハミ

ュージックリテイリングに社名変更しております。 

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４ 経

理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 

２ 【事業の内容】
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当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度

の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第３四半期連結累計期間における当社及び連結子会社を取り巻く経済環境は、海外においては、

米国では景気は緩やかに回復し、欧州では下げ止まりの兆しが見られるものの、中国をはじめとする

新興国では経済成長が減速しており、全体的に先行き不透明な状況が続いております。一方国内にお

いては、円安、株価上昇、個人消費の回復が進み、企業収益が改善しており、景気の持ち直しが見ら

れます。 

  

当社グループは、このような状況の中、平成24年７月31日に発表いたしました国内事業構造改革の

基本方針に基づき、海外生産拠点と同様に国内生産経営の可視化とガバナンス強化、グローバルレベ

ルでの迅速な経営判断を図るべく、平成25年10月31日の取締役会において、当社の国内における楽

器・音響機器の生産事業を、平成26年４月１日（予定）付で会社分割し、当社100％出資子会社３社

に承継させることを決議いたしました。この再編により、共通機能や生産負荷の相互補完と合理化を

進め、中長期的な生産規模を見極めつつ、コスト構造改革による一層の製造原価低減を図ってまいり

ます。具体的には、ピアノ生産事業を山梨工芸株式会社に、管楽器生産事業をヤマハミュージックク

ラフト株式会社に、電子楽器・音響機器生産事業をディーエス株式会社にそれぞれ承継させます。ま

た、分割期日をもって、山梨工芸株式会社は株式会社ヤマハピアノ製造に、ヤマハミュージッククラ

フト株式会社は株式会社ヤマハミュージカルプロダクツに、ディーエス株式会社は株式会社ヤマハミ

ュージックエレクトロニクスに社名を変更いたします。 

  
当第３四半期連結累計期間の販売の状況につきましては、前年同期に比べ347億42百万円

（12.7％）増加し、3,086億74百万円となりました。為替による増収影響約373億円により、その他の

事業を除く全てのセグメントにおいて前年同期に比べて増収となりました。 

  
当第３四半期連結累計期間の損益につきましては、営業利益は、為替による増収影響等により、前

年同期に比べ123億55百万円（118.6％）増加し、227億75百万円となりました。経常利益は、前年同

期に比べ127億16百万円（132.1％）増加し、223億44百万円となりました。税金等調整前四半期純利

益は、前年同期に比べ147億22百万円（189.8％）増加し、224億79百万円となりました。四半期純利

益は、前年同期に比べ145億79百万円（326.8％）増加し、190億41百万円となりました。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。なお、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。前年同

期比の金額、増減率については、変更後の区分方法により計算し記載しております。 

① 楽器事業 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ206億29百万円（11.7％）増加し、1,966

億56百万円となりました。為替による増収影響約241億円を除いた売上高は、前年同期に比べ約35

億円の減収となりました。 

商品別には、ピアノは、国内での販売が前年同期を下回りましたが、北米で好調に推移したこと

に加え、為替影響もあり、増収となりました。電子楽器は、デジタルピアノが売上げを伸ばしまし

た。ポータブルキーボードは、新興国で伸び悩んだものの、増収となりました。管楽器は、国内及

び北米で好調に推移しました。 

営業利益は、前年同期に比べ89億77百万円（130.0％）増加し、158億82百万円となりました。 

  

② 音響機器事業 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ109億９百万円（15.9％）増加し、793億

74百万円となりました。為替による増収影響約123億円を除いた売上高は、前年同期に比べ約14億

円の減収となりました。 

商品別には、オーディオは、前年同期に比べ増収となりましたが、為替影響を除くと北米以外の

市場で減収となりました。業務用音響機器は、設備音響機器の売上げの伸び悩みが継続していま

す。ネットワーク機器は、業務用通信カラオケ機器が前年を下回りましたが、ルーター及び会議シ

ステムが売上げを伸ばしました。 

営業利益は、前年同期に比べ８億円（17.8％）増加し、52億90百万円となりました。 

  

③ 電子部品事業 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ34億84百万円（30.7％）増加し、148億

38百万円となりました。 

商品別には、スマートフォンの需要拡大に伴い、地磁気センサー（電子コンパス）及びコーデッ

クが売上げを伸ばし、増収となりました。 

営業利益は12億81百万円（前年同期は、営業損失16億32百万円）となりました。 

  

④ その他の事業 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ２億81百万円（1.6％）減少し、178億４

百万円となりました。 

商品別には、自動車用内装部品は前連結会計年度の第１四半期に納入先のモデルチェンジによる

需要があったことから、減収となりました。ＦＡ機器は国内及び中国での受注が好転せず、若干の

減収となりました。ゴルフ用品は、国内で苦戦しているものの、韓国を中心とする海外で売上げを

伸ばし、増収となりました。リゾート事業は、ほぼ前年並みの売上げとなりました。 

営業利益は、前年同期に比べ３億36百万円（51.3％）減少し、３億20百万円となりました。 
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(2) 財政状態の分析 

① 資産 

総資産は、前連結会計年度末から545億31百万円（14.0％）増加し、4,451億41百万円となりまし

た。 

このうち、流動資産は、たな卸資産、受取手形及び売掛金の増加等により、378億62百万円

（19.1％）増加し、2,357億65百万円となりました。また、固定資産は、時価のあるその他有価証

券の時価上昇に伴う投資有価証券の増加等により、166億68百万円（8.6％）増加し、2,093億76百

万円となりました。 

  

② 負債 

負債は、前連結会計年度末から162億76百万円（10.1％）増加し、1,772億50百万円となりまし

た。 

このうち、流動負債は、短期借入金の増加等により、84億83百万円（11.9％）増加し、800億34

百万円となりました。また、固定負債は、「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。）を早期適用したことによる退職給付

に係る負債の増加等に伴い、77億92百万円（8.7％）増加し、972億15百万円となりました。 

  

③ 純資産 

純資産は、前連結会計年度末から382億54百万円（16.7％）増加し、2,678億91百万円となりまし

た。四半期純利益による利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の変動、「退職給付会計基準」及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」を早期適用したことに伴う利益剰余金及び退職給付に係

る調整累計額の計上等によります。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間において現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、162億42百

万円増加（前年同期は71億58百万円減少）し、期末残高は659億26百万円となりました。 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、主として税金等調整前四半

期純利益により、137億18百万円（前年同期に使用した資金は47億46百万円）となりました。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、主として有形固定資産の取

得による支出により、41億35百万円（前年同期に使用した資金は84億円）となりました。 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、主として短期借入金の増加

により、33億33百万円（前年同期に得られた資金は45億44百万円）となりました。 
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当社グループの事業

上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。 

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社グ

ループの企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に

確保し、向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。 

当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判断

は、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社

株式について大量買付けがなされる場合、これが当社の企業価値・株主共同の利益に資するもので

あれば、これを否定するものではありません。 

しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等からみて企業価値・株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社

の取締役会や株主が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案する

ための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件を

もたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さ

ないものも少なくありません。 

特に、当社株式の大量買付けを行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解することはもちろん

のこと、当社グループの企業価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させ

ることができなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。 

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付けを行う者は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対

しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する

必要があると考えます。 

  

② 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要 

当社は、「感動を・ともに・創る～音・音楽を原点に培った技術と感性で新たな感動と豊かな文

化を世界の人々とともに創りつづけます。」を企業目的として掲げ、経営の効率化を追求し、グロ

ーバルな競争力と高水準の収益性を確保するとともに、コンプライアンス・環境・安全・地域社会

への貢献等、企業の社会的責任を果たすことにより、企業価値・ブランド価値の向上に努めており

ます。その実現のために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施するとともに、

適切な情報開示を行うことにより、効率的かつ透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。当

社は、株主、顧客、従業員、地域社会それぞれのステークホルダー間の利益バランスを考慮した経

営に努めております。それぞれのステークホルダー間の利害を適切に調整しながら、各ステークホ

ルダーの満足度を高めつつ、企業価値の 大化に向け努力をしております。 
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中期経営計画ＹＭＰ2016では、全体を「アコースティック楽器事業」、「エレクトロニクス事

業」、「教育・余暇事業」、「産業用部品・機械事業」の４つの事業領域に括り直し、それぞれの

事業領域でメリハリを付けた戦略を構築して、既存事業の着実な成長と新たな事業の開発を図ると

ともに、各事業領域の中で、コアコンピタンスを 大限に活用して、シナジー効果の創出にも力を

入れてまいります。 

また、当社は、取締役会の意思決定の迅速化・監督機能強化、業務執行力強化等を図るため、執

行役員制度の導入、社外取締役の選任、役員人事委員会の設置、内部監査部門の整備等をとおして

積極的にコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 

  

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み 

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成25年６

月26日開催の第189期定時株主総会において「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛

策）の更新の件」の承認を受け、新株予約権の無償割当てを活用した方策（以下、本プラン）の更

新をしております。 

本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、買付等を行う者（以下、買付者等）

に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・

検討等を行う期間を確保したうえで、株主に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等

との交渉等を行っていくための手続を定めております。 

本プランは、（ⅰ）当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上と

なる買付その他の取得、（ⅱ）当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等

所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けに該当する場合

を対象とします。 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等に対する買付等を行う

等、買付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあると認められる

場合には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付

者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権

を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。

本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施または不実施等の判断については、当社取締

役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、独立性のある社外役員等のみから構成さ

れる独立委員会の客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加え

て、所定の場合、株主の意思を確認するための株主総会を招集し、新株予約権無償割当ての実施に

関する株主の意思を確認することがあります。 

独立委員会は、買付者等からの必要情報を受領してから原則として 長90日を経過するまでの間

に上記の判断を行い、当社取締役会に実施・不実施の勧告をします。この期間内において、独立委

員会は、必要に応じて当社取締役会からも情報・意見を取得し、判断の材料とすることがありま

す。当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重して、新株予約権の無償割当ての実施・不実

施の決議を行います。また、新株予約権無償割当ての実施に関する株主の意思を確認するための総

会決議があった場合、当社取締役会はこれに従います。 

本プランの発動として本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、下記のとおりです。

買付等の下記の要件への該当性については、必ず独立委員会の判断を経て決定されることになりま

す。 
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(イ)本プランに定める手続を遵守しない買付等であり、かつ本新株予約権の無償割当てを実施す

ることが相当である場合 

(ロ)以下のいずれかに該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合

・当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等とし

て本プランで定められた買付等である場合 

・強圧的二段階買付等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合 

・買付等の条件が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当な買付等である場合 

・当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社のブランド並びに当社と当社株主、従

業員、取引先及び顧客等との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重

大なおそれをもたらす買付等である場合 

本プランの運用に際しては、適用ある法令または金融商品取引所の規則等に従い、本プランの各

手続の進捗状況、独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会または株主意思確認総会の決議の

概要、その他独立委員会または当社取締役会が適切と考える事項について、適時に情報開示をする

こととしており、手続の透明性を確保しております。 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主により本新株予約権

が行使された場合、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主に対し

て当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、 大50％まで希釈

化される可能性があります。 

本プランの有効期間は、平成28年３月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時

までとしております。また、有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会によ

り本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとして

おります。 

  

④ 取締役会の判断及びその判断に係る理由 

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたもの

であり、基本方針に沿うものです。特に本プランは、（ⅰ）経済産業省及び法務省による買収防衛

策に関する指針の要件を完全に充足していること、（ⅱ）株主総会において株主の承認をもって更

新されたものであり、当社取締役会は、一定の場合に、本プランの発動の是非について、株主意思

確認総会において株主の意思を確認することができるものとされていること、（ⅲ）有効期間を約

３年間とし、有効期限の満了前であっても、株主総会の決議により廃止が可能であること、（ⅳ）

発動に際しては、独立性のある社外役員等のみから構成される独立委員会による勧告を必ず得るこ

ととされていること、（ⅴ）予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動

されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保

されていること、（ⅵ）当社取締役の任期が１年であることから、毎年の取締役の選任を通じて、

株主の意向を反映させることが可能なことなどにより、公正性・客観性が担保されており、高度な

合理性を有し、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであって、当社役員の地位の維持を

目的とするものではありません。 

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の詳細を、次の当社ウェブサイトに掲載

しております。 

http://jp.yamaha.com/ 
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(5) 研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、164億67百万円であります。 

当第３四半期連結累計期間における研究開発活動の状況の重要な変更は、次のとおりであります。

当社は平成25年８月１日付で組織改正を行い、アコースティック事業本部、エレクトロニクス事業

本部、研究開発本部を解消し、楽器・音響生産本部、楽器・音響開発本部を新設して、楽器・音響営

業本部を含めた機能別組織としました。この組織改正に伴う研究開発活動に関する体制及びその目的

は以下のとおりであります。 

 各事業本部にあった商品開発機能と研究開発本部にあった全社の基盤となる要素技術の強化及び新

規事業創出のための研究開発機能を開発本部に統合し、それらの連携をより密にして、相互触発によ

る活性化を図ります。 

 また、研究開発本部にあった新規事業開発機能は、社長直結部門として新設した事業開発部に移管

し、社内外のリソースを積極的に活用できるようにして、成長戦略のスピードアップを図ります。 

  

― 10 ―



  

  

  

該当事項はありません。  
  

該当事項はありません。  
  

該当事項はありません。  
  

  

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 700,000,000

計 700,000,000
 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成25年12月31日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成26年２月14日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 197,255,025 197,255,025 東京証券取引所(市場第一部)
単元株式数は100株 

であります。

計 197,255,025 197,255,025 ― ―
 

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成25年10月１日～ 
平成25年12月31日

― 197,255,025 ― 28,534 ― 40,054
 

(6) 【大株主の状況】
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当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができませんので、直前の基準日である平成25年９月30日現在で記載しております。 

(平成25年９月30日現在) 

  

(平成25年９月30日現在) 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

3,625,700
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

193,433,400
1,934,334 ―

単元未満株式
普通株式

195,925
― ―

発行済株式総数 197,255,025 ― ―

総株主の議決権 ― 1,934,334 ―
 

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
ヤマハ株式会社

浜松市中区中沢町 
10番１号

3,625,700 ― 3,625,700 1.84

計 ― 3,625,700 ― 3,625,700 1.84
 

２ 【役員の状況】

― 12 ―



  

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

しております。 

また、第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累

計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令第61号）附則第５条第１項

ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年10月

１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けており

ます。 

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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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 51,445 68,080

受取手形及び売掛金 ※3  52,069 ※3  66,266

有価証券 250 －

商品及び製品 54,647 61,125

仕掛品 14,090 15,142

原材料及び貯蔵品 13,276 12,561

その他 13,211 14,029

貸倒引当金 △1,088 △1,440

流動資産合計 197,902 235,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 36,845 36,530

機械装置及び運搬具（純額） 11,887 13,053

工具、器具及び備品（純額） 9,518 9,566

土地 49,634 49,679

リース資産（純額） 336 323

建設仮勘定 2,104 1,699

有形固定資産合計 110,325 110,853

無形固定資産 3,224 3,438

投資その他の資産   

投資有価証券 71,568 86,866

その他 8,181 8,351

貸倒引当金 △591 △133

投資その他の資産合計 79,157 95,084

固定資産合計 192,707 209,376

資産合計 390,610 445,141
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※3  20,339 ※3  20,959

短期借入金 9,360 17,496

1年内返済予定の長期借入金 486 33

未払金及び未払費用 31,309 27,632

未払法人税等 1,582 3,176

引当金 2,710 2,761

その他 5,761 7,973

流動負債合計 71,550 80,034

固定負債   

長期借入金 165 141

退職給付引当金 41,148 －

退職給付に係る負債 － 43,041

その他 48,108 54,032

固定負債合計 89,422 97,215

負債合計 160,973 177,250

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 140,473 164,481

自己株式 △3,699 △3,704

株主資本合計 205,363 229,365

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 44,914

繰延ヘッジ損益 △41 △360

土地再評価差額金 17,184 17,139

為替換算調整勘定 △30,443 △16,976

退職給付に係る調整累計額 － △9,435

その他の包括利益累計額合計 21,508 35,281

少数株主持分 2,764 3,244

純資産合計 229,636 267,891

負債純資産合計 390,610 445,141
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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：百万円）

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 273,932 308,674

売上原価 175,794 196,168

売上総利益 98,137 112,506

販売費及び一般管理費 ※  87,717 ※  89,730

営業利益 10,420 22,775

営業外収益   

受取利息 300 395

受取配当金 608 836

その他 618 781

営業外収益合計 1,527 2,013

営業外費用   

売上割引 1,402 1,820

為替差損 365 4

その他 552 620

営業外費用合計 2,319 2,445

経常利益 9,627 22,344

特別利益   

固定資産売却益 486 488

投資有価証券売却益 206 987

関係会社清算益 8 －

特別利益合計 700 1,475

特別損失   

固定資産除却損 147 204

投資有価証券評価損 32 －

関係会社出資金評価損 105 －

減損損失 － 126

構造改革費用 2,284 552

操業停止損失 － 456

特別損失合計 2,571 1,340

税金等調整前四半期純利益 7,757 22,479

法人税、住民税及び事業税 3,204 4,934

法人税等調整額 △107 △1,664

法人税等合計 3,096 3,269

少数株主損益調整前四半期純利益 4,661 19,210

少数株主利益 199 169

四半期純利益 4,461 19,041
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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：百万円）

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 4,661 19,210

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,980 10,083

繰延ヘッジ損益 △465 △318

為替換算調整勘定 5,540 13,995

退職給付に係る調整額 － 1,281

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △3

その他の包括利益合計 1,094 25,037

四半期包括利益 5,756 44,248

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,361 43,682

少数株主に係る四半期包括利益 394 566
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 7,757 22,479

減価償却費 8,335 9,286

売上債権の増減額（△は増加） △9,570 △8,963

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,850 495

仕入債務の増減額（△は減少） △4,478 △1,601

法人税等の支払額 △2,588 △2,898

その他 △1,350 △5,080

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,746 13,718

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △8,971 △8,431

有形固定資産の売却による収入 749 881

投資有価証券の取得による支出 － △216

投資有価証券の売却及び償還による収入 283 3,332

関係会社株式の取得による支出 △159 －

関係会社株式の売却による収入 5 －

その他 △308 297

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,400 △4,135

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 7,661 6,356

長期借入金の返済による支出 △959 △477

自己株式の取得による支出 △8 △4

配当金の支払額 △1,936 △2,420

その他 △213 △120

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,544 3,333

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,443 3,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,158 16,242

現金及び現金同等物の期首残高 55,919 49,464

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 130 231

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △12 △12

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  48,878 ※  65,926
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

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)

（連結の範囲の重要な変更）

第１四半期連結会計期間より、Yamaha Music India Pvt. Ltd.は重要性が増したため、連結の範囲に含めてお

ります。㈱ヤマハクレジットは重要性が乏しくなったため、連結の範囲から除外しております。ヤマハエレクト

ロニクスマーケティング㈱、ヤマハミュージックリース㈱はヤマハミュージックトレーディング㈱との経営統合

により、連結の範囲から除外しております。なお、ヤマハミュージックトレーディング㈱は㈱ヤマハミュージッ

クジャパンに社名を変更しております。㈱ヤマハミュージック東京、㈱ヤマハミュージック北海道、㈱ヤマハミ

ュージック東北、㈱ヤマハミュージック関東、㈱ヤマハミュージック東海、㈱ヤマハミュージック中四国、㈱ヤ

マハミュージック九州は㈱ヤマハミュージック大阪との経営統合により、連結の範囲から除外しております。な

お、㈱ヤマハミュージック大阪は㈱ヤマハミュージックリテイリングに社名を変更しております。

当第３四半期連結会計期間より、㈱ヤマハエーアンドアールは、㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホ

ールディングスとの経営統合により、連結の範囲から除外しております。

（持分法適用の範囲の重要な変更）

第１四半期連結会計期間より、㈱ＪＥＵＧＩＡは重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めております。
 

(会計方針の変更等)

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)

(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、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３四半

期連結累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３四半期連結累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３四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。
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１  保証債務は次のとおりであります。 

下記の会社の金融機関からの借入債務に対して保証を行っております。 

  

２  輸出受取手形割引高は次のとおりであります。 

  

※３  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。 

(追加情報)

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)

(売上原価、販売費及び一般管理費の区分)

組織変更に伴い、当社及び連結生産子会社の製造機能を見直した結果、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３四半期連結累計期間の売上原価が4,219百万円増加し、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4,631百万円減少し、営業利益が412百万円増加し 

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。

(米国の楽器・音響メーカーLine6社株式取得による完全子会社化）

 平成25年12月20日、当社は、ギター周辺機器、PA機器、ワイヤレスマイクなどの開発・製造・販売を行う

Line6,Inc.（本社：米国カリフォルニア州カラバサス、以下Line6社）との間で、当社がLine6社を完全子会社と

することに合意し、平成26年１月23日付で完全子会社化の手続きを完了しました。 

  Line6社は1996年に設立され、世界初のデジタルモデリング・ギターアンプ「AxSys212」の開発・発売にはじ

まり、ギターアンプの商品ラインアップを拡充すると同時にギターレコーディング用のアンプシュミレーター

「POD（ポッド）」、モデリングギター「Variax（バリアックス）」など、ギタリストへ向けた新たな価値を提

案することで市場において高い評価を獲得してきました。その後もPA機器、ギター用ワイヤレスシステム、ワイ

ヤレスマイクロフォンなど商品ラインアップを拡大し、ギタリストにとどまらず幅広いミュージシャンに支持さ

れるブランドとなっております。 

 今後、当社グループは、Line6社の完全子会社化により、ギター周辺機器、PA機器の商品ポートフォリオを拡

大し、楽器・音響機器領域での成長を加速させ、Line6社のモデリング技術・ワイヤレス技術を基盤とした商品

企画・開発力と、当社の培ってきたアコースティック・デジタル両面での技術力、そして双方が蓄積してきた市

場・顧客のグローバルな知見を融合することで、新たな顧客価値を生み出してまいります。 

 なお、本件株式の取得に伴う当社の当期連結業績への影響は軽微です。
 

(四半期連結貸借対照表関係)

 
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)

浜松ケーブルテレビ㈱ 262百万円 190百万円

（実質的に保証している金額） （21百万円） （15百万円）
 

 
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)

  394百万円 83百万円
 

 
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)

受取手形 258百万円 49百万円

支払手形 6百万円 6百万円
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※   販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※   現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。 

  

  

(四半期連結損益計算書関係)

 
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)

貸倒引当金繰入額 30百万円 △107百万円

製品保証引当金繰入額 349百万円 381百万円

退職給付費用 3,483百万円 2,657百万円

人件費 36,718百万円 37,317百万円
 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 
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)

現金及び預金 49,957百万円 68,080百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△1,079百万円 △2,154百万円

現金及び現金同等物 48,878百万円 65,926百万円
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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．配当金支払額 

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

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．配当金支払額 

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

(株主資本等関係)

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日 
定時株主総会

普通株式 968 5.00 平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金

平成24年10月31日 
取締役会

普通株式 968 5.00 平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金
 

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日 
定時株主総会

普通株式 968 5.00 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

平成25年10月31日 
取締役会

普通株式 1,452 7.50 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金
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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) 

 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△554百万円は、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 

（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△443百万円は、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。 

  

 ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

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３四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。 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

  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

176,027 68,464 11,354 18,085 273,932   273,932
   

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

    554   554 △554  

   

計 176,027 68,464 11,908 18,085 274,486 △554 273,932
   

  セグメント利益 
  又は損失（△）

6,905 4,490 △1,632 656 10,420   10,420
   

 

  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

196,656 79,374 14,838 17,804 308,674   308,674
   

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

    443   443 △443  

   

計 196,656 79,374 15,282 17,804 309,117 △443 308,674
   

  セグメント利益 15,882 5,290 1,281 320 22,775   22,775
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また、追加情報に記載のとおり、組織変更に伴い、当社及び連結生産子会社の製造機能を見直した結

果、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３四半期連結累計期間の「楽器」のセグメント利益が

336百万円増加、「音響機器」のセグメント利益が64百万円増加、「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８百万円増加しております。 

  

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(1) 平成25年10月31日開催の取締役会において、平成25年９月30日現在の株主名簿に記載された株主ま

たは登録質権者に対し、剰余金の配当として、１株につき普通配当７円50銭（総額1,452,219,293

円）を支払うことを決議し、配当を行っております。 

  

(2) その他該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり四半期純利益金額(円) 23.04 98.34

(算定上の基礎)    

四半期純利益金額(百万円) 4,461 19,041

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 4,461 19,041

普通株式の期中平均株式数(千株) 193,636 193,629
 

(重要な後発事象)

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成26年２月14日

ヤマハ株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているヤ

マハ株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平
成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年
12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ヤマハ株式会社及び連結子会社の平成25年
12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士    田 宮 紳 司     印
 

指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士    加 山 秀 剛     印
 

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
 



【表紙】  

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年２月14日

【会社名】 ヤマハ株式会社

【英訳名】 YAMAHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  中 田 卓 也

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし

【本店の所在の場所】 浜松市中区中沢町10番１号

【縦覧に供する場所】 ヤマハ株式会社人事・総務部東京事務所 

 (東京都港区高輪二丁目17番11号)

  ヤマハ株式会社人事・総務部大阪事務所 

 (大阪市此花区島屋六丁目２番82号)

  株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

   
 



  

当社代表取締役社長中田卓也は、当社の第190期第３四半期(自 平成25年10月１日 至 平成25年12月

31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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