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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年３月21日～平成30年６月20日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年３月期第１四半期 11,175 11.1 469 △17.8 515 △15.2 299 △39.4

30年３月期第１四半期 10,056 11.8 571 20.2 608 20.1 494 46.8
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 432百万円(△19.7％) 30年３月期第１四半期 538百万円( 89.5％)
　

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

31年３月期第１四半期 11.44 －

30年３月期第１四半期 19.47 －
　　

（２）連結財政状態

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

31年３月期第１四半期 37,231 26,125 70.1 996.96

30年３月期 39,191 25,967 66.3 992.44
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 26,085百万円 30年３月期 25,967百万円
　　　

２．配当の状況

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

30年３月期 － 0.00 － 12.00 12.00

31年３月期 －

31年３月期(予想) 0.00 － 12.00 12.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年３月21日～平成31年３月20日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 21,500 △3.0 1,150 △29.2 1,250 △28.2 870 △30.6 33.50

通期 45,000 △2.3 2,800 △19.1 3,000 △17.7 2,050 △19.6 78.95
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　　

（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

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 31年３月期１Ｑ 26,927,652株 30年３月期 26,927,652株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 762,488株 30年３月期 762,475株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 26,165,175株 30年３月期１Ｑ 25,385,885株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理
的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性
があります。業績予想に関する事項については、決算短信（添付資料）の２ページをご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の保護主義的な政策の影響等により世界経済の不確実

性が増しているものの、所得や雇用環境の改善などを背景に、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

建設業界におきましては、政府建設投資が増加に転じ、民間設備投資も企業収益が改善する中で、緩やかな増

加基調を続けており、受注環境は比較的堅調に推移しました。その一方で、技能労働者不足による生産能力の低

下、労務費のコストアップ問題等が長期化してきており、当社グループを取り巻く経営環境の先行きは依然とし

て楽観できない状況にあります。

このような経営環境のもと、当社グループは総力をあげて当社グループの独自の技術・商品を活用した積極的

な営業活動、生産システムの合理化等、他社との差別化を図ってきました。この結果、当第１四半期連結累計期

間の業績は、受注工事高が前年同四半期比22.2％増の142億７千万円、完成工事高が前年同四半期比11.1％増の

111億７千５百万円、営業利益が前年同四半期比17.8％減の４億６千９百万円、経常利益が前年同四半期比15.2％

減の５億１千５百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同四半期比39.4％減の２億９千９百万円とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比19億６千万円（5.0％）減の372億３千１百

万円となりました。資産の部については、主として売上債権の回収により、受取手形・完成工事未収入金が42億

６千９百万円減少し、現金預金が35億６千９百万円増加しました。

負債の部については、前連結会計年度末比21億１千８百万円（16.0％）減の111億６百万円となりました。主と

して工事代金の支払により、工事未払金が17億７百万円減少しました。

純資産の部については、前連結会計年度末比１億５千８百万円（0.6％）増の261億２千５百万円となりまし

た。主として保有株式の時価が上昇したことに伴い、その他有価証券評価差額金が１億４千６百万円増加しまし

た。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 連結業績見通しについては、平成30年４月27日付決算短信において発表した予想を変更しておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,297,057 8,866,709

受取手形・完成工事未収入金 14,250,553 9,980,823

未成工事支出金等 3,841,259 2,445,017

その他 989,605 830,266

貸倒引当金 △3,455 △3,055

流動資産合計 24,375,020 22,119,762

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,500,369 2,482,528

その他（純額） 2,812,245 2,785,652

有形固定資産合計 5,312,614 5,268,180

無形固定資産

のれん 120,786 105,687

その他 491,907 496,856

無形固定資産合計 612,693 602,544

投資その他の資産

投資有価証券 8,510,969 8,850,070

退職給付に係る資産 155,395 184,158

その他 225,209 207,065

投資その他の資産合計 8,891,574 9,241,294

固定資産合計 14,816,882 15,112,019

資産合計 39,191,903 37,231,782

負債の部

流動負債

工事未払金 6,228,543 4,521,519

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 17,232 17,316

未払法人税等 843,986 28,144

未成工事受入金 1,970,194 1,871,323

賞与引当金 907,323 251,068

工事損失引当金 225,370 －

引当金 35,975 31,669

その他 1,198,253 2,514,209

流動負債合計 11,546,878 9,355,252

固定負債

社債 120,000 120,000

長期借入金 380,041 375,696

役員退職慰労引当金 252,069 254,713

その他 925,639 1,000,466

固定負債合計 1,677,749 1,750,875

負債合計 13,224,628 11,106,128
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,730,585 4,730,585

利益剰余金 13,850,756 13,836,154

自己株式 △244,467 △244,477

株主資本合計 23,336,874 23,322,262

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,050,519 2,197,164

退職給付に係る調整累計額 579,880 566,226

その他の包括利益累計額合計 2,630,399 2,763,391

非支配株主持分 － 40,000

純資産合計 25,967,274 26,125,653

負債純資産合計 39,191,903 37,231,782

決算短信（宝印刷） 2018年07月26日 12時49分 6ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社ヤマト(1967) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

-5-

（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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月21日
　至 平成29年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月21日
　至 平成30年６月20日)

完成工事高 10,056,649 11,175,028

完成工事原価 9,054,961 10,217,719

完成工事総利益 1,001,688 957,309

販売費及び一般管理費 430,337 487,386

営業利益 571,350 469,922

営業外収益

受取利息 2,333 2,869

受取配当金 22,987 24,342

受取賃貸料 4,922 4,078

その他 15,900 27,283

営業外収益合計 46,145 58,574

営業外費用

支払利息 2,272 4,487

賃貸費用 4,240 4,432

その他 2,770 3,650

営業外費用合計 9,283 12,570

経常利益 608,212 515,926

特別利益

受取保険金 80,000 －

特別利益合計 80,000 －

税金等調整前四半期純利益 688,212 515,926

法人税、住民税及び事業税 11,746 3,968

法人税等調整額 182,270 212,578

法人税等合計 194,016 216,546

四半期純利益 494,195 299,379

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 494,195 299,379
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月21日
　至 平成29年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月21日
　至 平成30年６月20日)

四半期純利益 494,195 299,379

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 46,409 146,645

退職給付に係る調整額 △2,033 △13,653

その他の包括利益合計 44,376 132,991

四半期包括利益 538,572 432,370

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 538,572 432,370

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（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。

３．補足情報

（１）連結受注実績内訳

　 （単位：千円）

区 分
平成30年３月期 平成31年３月期

比 較 増 減 増減率
第１四半期 第１四半期

建 築 ・ 土 木 513,509 (4.4%) 462,189 (3.2%) △51,319 △10.0 %

空 調 ・ 衛 生 7,328,226 (62.7) 10,058,114 (70.5) 2,729,887 37.3

電 気 ・ 通 信 1,590,481 (13.6) 1,581,974 (11.1) △8,507 △0.5

水 処 理 プ ラ ン ト 818,535 (7.0) 1,065,057 (7.5) 246,521 30.1

冷 凍 ・ 冷 蔵 1,429,718 (12.3) 1,103,340 (7.7) △326,378 △22.8

合 計 11,680,471 (100.0) 14,270,675 (100.0) 2,590,203 22.2

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率

　

　

　

（２）個別受注実績内訳

　 （単位：千円）

区 分
平成30年３月期 平成31年３月期

比 較 増 減 増減率
第１四半期 第１四半期

建 築 ・ 土 木 513,509 (5.0%) 384,169 (3.1%) △129,339 △25.2 %

空 調 ・ 衛 生 6,711,498 (65.1) 9,017,952 (72.1) 2,306,454 34.4

電 気 ・ 通 信 825,921 (8.0) 956,567 (7.6) 130,646 15.8

水 処 理 プ ラ ン ト 819,933 (8.0) 1,055,005 (8.4) 235,071 28.7

冷 凍 ・ 冷 蔵 1,429,718 (13.9) 1,103,340 (8.8) △326,378 △22.8

合 計 10,300,581 (100.0) 12,517,035 (100.0) 2,216,454 21.5

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率
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