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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53期

第２四半期連結
累計期間

第54期
第２四半期連結

累計期間
第53期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 6,397,185 5,955,449 15,128,910

経常利益又は経常損失（△） （千円） 127,005 △258,216 508,200

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） 116,778 △394,158 442,020

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 112,673 △386,484 429,663

純資産額 （千円） 3,380,346 3,277,001 3,722,519

総資産額 （千円） 12,478,296 12,135,671 13,409,338

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） 12.79 △40.06 46.68

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 （％） 27.1 27.0 27.8

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 69,525 312,177 771,050

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △263,935 △144,364 △475,967

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 139,212 △294,421 △247,858

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 189,049 164,863 291,472

 

回次
第53期

第２四半期連結
会計期間

第54期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額（△)

（円） 8.79 △26.36

　（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．上記売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第53期第２四半期連結累計期間及び第53期の潜在株式調整後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。また、第54期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

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】

　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（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、経済再生を目的とする政府の各種経済政策の継続により、

企業収益や雇用環境に改善が見られるものの、個人消費は低迷のまま停滞局面が続いており、加えて中国経済並び

に新興国経済の減速、英国のＥＵ離脱による影響など日本を取り巻く環境への不安も拭いきれず、景気の先行きに

不透明感が増しております。

　当社グループを取り巻く経営環境におきましては、国土強靭化計画を根底とする防災・減災対策の充実や老朽化

対策の計画的な推進を骨子とする公共事業投資予算が前年並みに決定されたなか、激甚災害に指定された平成28年

熊本地震により被災した熊本地域では、復旧・復興に向けてのあらゆる動きが最優先され、工事発注も活発化して

いくものと予測しております。

　このような状況のもと、当社グループにおきましては、公共事業投資の需要が期待される地域への重点的な営業

活動の推進や、技術者不足・工期短縮に対応できるコンクリート構造物のプレキャスト化の推進などを骨子とした

５ヶ年に亘る「新中期経営計画」に基づき、販売力の強化とシェアの拡大に努めるとともに、東北地区の復興事業

においてもコンクリート二次製品の供給責任を果たすべく継続的に取り組んでおります。また、平成28年熊本地震

による被災地域への復旧・復興に向けた今後の動向に注視し、故郷熊本の復興に向けて当社グループの総力を結集

させ全力で取り組んでまいります。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は59億５千５百万円（前年同期比6.9％

減）となり、営業損益は破産手続きを開始した取引先の債権に対する貸倒引当金を２億７千７百万円計上したこと

もあり２億５千５百万円の損失（前年同四半期は１億５千１百万円の利益）、経常損益は２億５千８百万円の損失

（前年同四半期は１億２千７百万円の利益）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純損益は、平成28

年熊本地震に伴う特別損失を計上したこともあり、３億９千４百万円の損失（前年同四半期は１億１千６百万円の

利益）となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①土木用セメント製品事業

　当第２四半期連結累計期間における土木業界につきましては、公共事業投資予算は前年並みに決定されたもの

の、平成28年熊本地震の影響を受けた熊本地区では、前期より繰り越した継続工事が停滞するなど、工事の進捗状

況において地域的な格差を生む結果となりました。他方、東北地区におきましては、国が定めた集中復興期間を終

え、新たな５年間の復興・創生期間を迎えたものの、予算規模の縮小が受注環境に変化を与えております。

　このような状況の中、九州地区におきましては、工事発注状況に即した営業活動に努めるとともに、今後、加速

度的に動きを増すと予測される平成28年熊本地震による被災地域の復旧・復興工事への対応に注力している一方

で、破産手続きを開始した取引先の債権に対する貸倒引当金を２億７千７百万円計上いたしました。また、東北地

区におきましては、完成を急ぐ復興道路工事や造成工事に向け継続的な営業活動に努めているものの、工事の遅

延・長期化は常態化しておりコンクリート二次製品の動きは低調に推移しております。

　この結果、売上高は41億７千２百万円（前年同期比7.6％減）、営業損益は１億３千７百万円の損失（前年同四

半期は２億８百万円の利益）となりました。

　なお、当社グループの土木用セメント製品事業は、公共事業の発注と関連性があり、主として下半期（第３四半

期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間）に売上が集中するため、通常、第１四半期連結会計期間及び第２四

半期連結会計期間の売上高は、他の四半期連結会計期間の売上高と比べて著しく低くなる傾向にあります。
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②建築用セメント製品事業

　当第２四半期連結累計期間における建築業界につきましては、国内景気の緩やかな回復基調や住宅取得に伴う政

府の優遇制度の実施により、住宅着工やマンション販売は堅調に推移し、技術者不足や工期短縮に対応できるコン

クリート構造物のプレキャスト化の利点を有する建築用コンクリート二次製品の需要も継続的に伸長しておりま

す。

　このような状況の中、マンションやＵＲ都市機構の賃貸住宅を中心としたゼネコンへの営業活動に注力するとと

もに、2020年に開催が予定されている東京オリンピックの関連施設に向けた動きを視野に入れた営業活動にも努め

ておりますが、関東地区におきましては、埼玉工場の自動ライン設備メンテナンスのため製造を一時休止すること

を余儀なくされ、損益面で影響を受けることとなりました。

　この結果、売上高は16億１千５百万円（前年同期比6.3％減）、営業利益は２億１千７百万円（前年同期比

17.2％減）となりました。

③その他の事業

　不動産関連事業におきましては、「総合住宅展示場　光の森とーくらんど」と「総合住宅展示場　ＫＡＢ住まい

るパーク」の２棟のモデルハウスを集客拠点とし、昨年、自社ブランド「さらりの家」のラインナップに加えた

ローコスト住宅や規格住宅をもって、幅広い顧客層に対する受注活動に注力しております。また、平成28年熊本地

震の影響により、個人住宅に関する修復、リフォーム、建替え等の要望並びに問い合わせが多く寄せられており、

個々の条件やご要望に応じた提案となるよう心掛けて対応しております。

　この結果、売上高は１億６千７百万円（前年同期比8.0％増）、営業損益は４千４百万円の損失（前年同四半期

は３千８百万円の損失）となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の

減少による収入などの増加要因もあった一方で、仕入債務の減少・棚卸資産の増加などによる資金の減少要因によ

り、前連結会計年度末に比べ１億２千６百万円減少し、第２四半期連結会計期間末には１億６千４百万円（前年同

期末は１億８千９百万円）となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、３億１千２百万円（前年同四半期は６千９百万円の収入）となりました。これ

は主に、売上債権の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、１億４千４百万円（前年同四半期は２億６千３百万円の支出）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、２億９千４百万円（前年同四半期は１億３千９百万円の収入）となりました。

これは主に、金融機関への借入の返済による支出によるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は２千３百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変化は

みられず、また、経営戦略の現状と見通しについても重要な変更はありません。
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(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ12億７千３百万円減少の121億３千５百万円となりました。こ

れは主に、売上債権の回収などにより受取手形及び売掛金が17億３千３百万円減少したことによるものでありま

す。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ８億２千８百万円減少の88億５千８百万円となりました。これは

主に、支払手形の決済や仕入債務の支払いなどにより支払手形及び買掛金が６億３千８百万円減少したことによる

ものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億４千５百万円減少の32億７千７百万円となりました。これ

は主に、親会社株主に帰属する四半期純損失により利益剰余金が４億５千３百万円減少したことによるものであり

ます。

(7）経営者の問題認識と今後の方針について

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの今後の方針等について重要な変更はありません。
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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 37,200,000

計 37,200,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11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 11,580,000 11,580,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

 単元株式数
 1,000株

計 11,580,000 11,580,000 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(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】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(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
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成28年７月１日～
平成28年９月30日

－ 11,580,000 － 1,752,040 － 142,286
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(6) 【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

茂森　潔 熊本県熊本市東区 762 6.58

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木1-6-1 417 3.60

茂森　拓 熊本県熊本市中央区 411 3.54

宇部三菱セメント株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-2 365 3.15

ヤマックス従業員持株会 熊本県熊本市中央区水前寺3-9-5 266 2.30

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 240 2.07

株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町1-1 240 2.07

株式会社麻生 福岡県飯塚市芳雄町7-18 235 2.02

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株
式会社

東京都千代田区大手町1-6-1 230 1.98

共和コンクリート工業株式会社 北海道札幌市北区北八条西3-28 220 1.89

計 － 3,386 29.24

（注）上記のほか、自己株式が1,741千株（15.03％）あります。

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月30日現在
 

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） 普通株式　1,741,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　9,834,000 9,834 －

単元未満株式 普通株式　　　5,000 － －

発行済株式総数 11,580,000 － －

総株主の議決権 － 9,834 －

 

②【自己株式等】

平成28年９月30日現在
 

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(％)

株式会社ヤマックス
熊本県熊本市中央区水前

寺３丁目９番５号
1,741,000 － 1,741,000 15.03

計 － 1,741,000 － 1,741,000 15.03

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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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
　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）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　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２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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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：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 325,472 199,863

受取手形及び売掛金 4,045,397 2,312,260

商品及び製品 1,724,799 1,949,425

未成工事支出金 10,776 87,318

原材料及び貯蔵品 206,488 216,224

その他 245,946 286,383

貸倒引当金 △14,094 △22,759

流動資産合計 6,544,787 5,028,716

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,258,828 1,237,483

土地 3,584,467 3,669,611

その他（純額） 1,123,929 1,196,123

有形固定資産合計 5,967,225 6,103,218

無形固定資産 150,986 152,292

投資その他の資産   

その他 833,199 1,214,627

貸倒引当金 △86,860 △363,184

投資その他の資産合計 746,339 851,443

固定資産合計 6,864,551 7,106,954

資産合計 13,409,338 12,135,671

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,889,659 3,250,733

短期借入金 2,772,608 2,711,956

未払法人税等 35,660 30,814

賞与引当金 122,559 121,177

役員賞与引当金 9,310 －

受注損失引当金 － 3,678

災害損失引当金 － 77,378

その他 661,473 620,947

流動負債合計 7,491,270 6,816,685

固定負債   

長期借入金 1,524,155 1,368,812

役員退職慰労引当金 118,808 130,783

退職給付に係る負債 457,265 442,119

その他 95,319 100,268

固定負債合計 2,195,549 2,041,983

負債合計 9,686,819 8,858,669
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,752,040 1,752,040

資本剰余金 708,558 708,558

利益剰余金 1,569,470 1,116,279

自己株式 △260,827 △260,827

株主資本合計 3,769,242 3,316,051

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 30,069 28,380

退職給付に係る調整累計額 △76,792 △67,430

その他の包括利益累計額合計 △46,723 △39,049

純資産合計 3,722,519 3,277,001

負債純資産合計 13,409,338 12,135,671
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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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 6,397,185 5,955,449

売上原価 4,982,509 4,685,243

売上総利益 1,414,675 1,270,205

販売費及び一般管理費 ※１ 1,263,059 ※１ 1,525,478

営業利益又は営業損失（△） 151,616 △255,272

営業外収益   

受取利息 505 143

受取配当金 4,037 4,461

受取賃貸料 16,947 17,642

貸倒引当金戻入額 4,672 －

受取保険金 － 7,318

その他 6,514 10,492

営業外収益合計 32,677 40,058

営業外費用   

支払利息 40,314 30,713

手形売却損 10,041 5,851

その他 6,932 6,438

営業外費用合計 57,288 43,002

経常利益又は経常損失（△） 127,005 △258,216

特別利益   

投資有価証券売却益 2,124 6,225

特別利益合計 2,124 6,225

特別損失   

災害による損失 － ※２ 164,778

特別損失合計 － 164,778

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
129,129 △416,770

法人税、住民税及び事業税 15,721 14,985

法人税等調整額 △3,370 △37,597

法人税等合計 12,350 △22,612

四半期純利益又は四半期純損失（△） 116,778 △394,158

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
116,778 △394,158
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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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 116,778 △394,158

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,918 △1,688

退職給付に係る調整額 8,812 9,362

その他の包括利益合計 △4,105 7,673

四半期包括利益 112,673 △386,484

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 112,673 △386,484
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30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又は税金等調整前四半

期純損失（△）
129,129 △416,770

減価償却費 189,887 188,079

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,018 △1,638

災害損失 － 164,778

投資有価証券売却損益（△は益） △2,124 △6,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,672 284,989

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △3,231 △1,682

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,550 11,975

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,650 △1,381

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,400 △9,310

受取利息及び受取配当金 △4,543 △4,605

支払利息 40,314 30,713

売上債権の増減額（△は増加） 1,276,886 1,337,945

たな卸資産の増減額（△は増加） △386,249 △398,066

仕入債務の増減額（△は減少） △932,096 △638,926

その他 △219,580 △93,272

小計 134,538 446,602

利息及び配当金の受取額 4,166 4,285

利息の支払額 △40,011 △29,055

法人税等の支払額 △29,168 △22,254

災害損失の支払額 － △87,399

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,525 312,177

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 11,000 △1,000

有形固定資産の取得による支出 △245,711 △198,048

有形固定資産の売却による収入 1,786 6,890

投資有価証券の取得による支出 △30,000 △598

投資有価証券の売却による収入 24,780 46,975

貸付けによる支出 △16,200 △3,300

貸付金の回収による収入 36,932 3,745

敷金及び保証金の差入による支出 △396 △523

その他 △46,126 1,493

投資活動によるキャッシュ・フロー △263,935 △144,364

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） 138,000 △70,000

長期借入れによる収入 437,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △587,691 △245,995

自己株式の売却による収入 213,520 －

自己株式の取得による支出 △172 －

配当金の支払額 △44,777 △59,033

その他 △16,667 △19,393

財務活動によるキャッシュ・フロー 139,212 △294,421

 

EDINET提出書類

株式会社ヤマックス(E01212)

四半期報告書

13/20



 

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △55,198 △126,608

現金及び現金同等物の期首残高 244,247 291,472

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 189,049 ※ 164,863
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（原価差異の繰延処理）

　季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、

当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

（受取手形割引高）

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

受取手形割引高 1,408,064千円 1,229,150千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

運賃 316,801千円 300,391千円

貸倒引当金繰入額 － 284,989

給与手当 469,996 471,876

賞与引当金繰入額 43,462 40,563

役員退職慰労引当金繰入額 10,737 11,975

退職給付費用 22,837 26,585

 

※２　平成28年熊本地震災害による損失額を計上しており、その内訳はたな卸資産廃棄損、固定資産除却損、原

状回復費用、操業停止固定費等であります。

 

　３．売上高の季節的変動

前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成28年４月１日　至平成28年９月30日）

　当社グループでは、事業の性質上、主として下半期（第３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計

期間）に売上が集中するため、通常、第１四半期連結会計期間及び第２四半期連結会計期間の売上高は、

他の四半期連結会計期間の売上高と比べて著しく低くなる傾向にあります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　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。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 199,049千円 199,863千円

預入期間が３か月を超える定期預金等 △10,000 △35,000

現金及び現金同等物 189,049 164,863
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）

　　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総
額（千円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式 44,777 5.0 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年９月30日）

　　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総
額（千円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 59,033 6.0 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年９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：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
土木用セメ
ント製品

建築用セメ
ント製品

計

売上高        

外部顧客への
売上高

4,517,488 1,724,931 6,242,419 154,765 6,397,185 － 6,397,185

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ 1,885 1,885 － 1,885 △1,885 －

計 4,517,488 1,726,816 6,244,305 154,765 6,399,070 △1,885 6,397,185

セグメント利益
又は損失（△）

208,102 262,408 470,511 △38,349 432,162 △280,545 151,616

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産関連事業及び

サービス事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△280,545千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。なお、全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年９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：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
土木用セメ
ント製品

建築用セメ
ント製品

計

売上高        

外部顧客への
売上高

4,172,651 1,615,654 5,788,305 167,143 5,955,449 － 5,955,449

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

11 1,666 1,678 27 1,706 △1,706 －

計 4,172,662 1,617,321 5,789,983 167,171 5,957,155 △1,706 5,955,449

セグメント利益
又は損失（△）

△137,348 217,179 79,831 △44,219 35,612 △290,884 △255,272

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産関連事業及び

サービス事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△290,884千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。なお、全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当た

り四半期純損失金額（△）
12円79銭 △40円06銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

又は親会社株主に帰属する四半期純損失

金額（△）（千円）

116,778 △394,158

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四

半期純利益金額又は親会社株主に帰属す

る四半期純損失金額（△）（千円）

116,778 △394,158

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,130 9,838

（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。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成２８年１１月１１日

株式会社ヤマックス

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 竹之内　髙司　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 池田　　　徹　　印

 

　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」に掲げられている株式会社ヤ

マックスの平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２８年７

月１日から平成２８年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２８年４月１日から平成２８年９月３０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、株式会社ヤマックス及び連結子会社の平成２８年９月３０日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四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

 

（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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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