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1. 2021年4月期第2四半期の連結業績（2020年4月21日～2020年10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 ％

2021年4月期第2四半期 4,496 15.1 723 26.7 738 26.8 457 15.7

2020年4月期第2四半期 3,907 △4.5 571 10.6 582 10.1 395 12.1

（注）包括利益 2021年4月期第2四半期　　493百万円 （16.3％） 2020年4月期第2四半期　　424百万円 （19.5％）

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

2021年4月期第2四半期 87.14 ―

2020年4月期第2四半期 75.35 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年4月期第2四半期 15,087 11,520 73.1

2020年4月期 14,567 11,398 75.0

（参考）自己資本 2021年4月期第2四半期 11,025百万円 2020年4月期 10,928百万円

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

2020年4月期 ― 0.00 ― 71.00 71.00

2021年4月期 ― 0.00

2021年4月期（予想） ― 76.00 76.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日（2020年11月20日）公表の「2021年４月期第２四半期累計期間業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の
修正に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 2021年4月期の連結業績予想（2020年4月21日～2021年4月20日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 8,700 8.5 1,210 15.4 1,240 15.9 800 8.1 152.51

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日（2020年11月20日）公表の「2021年４月期第２四半期累計期間業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の
修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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（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

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） 2021年4月期2Q 5,300,000 株 2020年4月期 5,300,000 株

② 期末自己株式数 2021年4月期2Q 54,537 株 2020年4月期 54,537 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年4月期2Q 5,245,463 株 2020年4月期2Q 5,245,463 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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２四半期連結累計期間におきましては、新型コロナウイルス感染症対策の特別予算に伴い保健医科機器の需要

が大きく伸びたほか、アジア地域における環境試験装置の販売が堅調に推移したことなどから、売上高44億96百万円

（前年同期比15.1％増）、営業利益７億23百万円（同26.7％増）、経常利益７億38百万円（同26.8％増）、親会社株

主に帰属する四半期純利益４億57百万円（同15.7％増）となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

　理科学機器設備

学校校舎改修工事に伴う実習台や収納戸棚類の売上が前年実績を上回ったため、売上高は22億33百万円（前年同期

比8.5％増）、セグメント利益は３億41百万円（同40.9％増）となりました。

保健医科機器

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、ＡＥＤ等救急資機材関連の売上は前年実績を下回ったものの、特別予算に

より感染症対策商品の需要が当第２四半期に大きく伸びたため、売上高は12億13百万円（前年同期比21.3％増）、セ

グメント利益は２億41百万円（同11.1％増）となりました。

産業用機器

アジア地域における環境試験装置の販売が好調を維持したため、売上高は10億49百万円（前年同期比23.7％増）、

セグメント利益は１億55百万円（同26.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は150億87百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億20百万円増加しまし

た。これは主に、現金及び預金が１億12百万円、受取手形及び売掛金が２億28百万円、商品及び製品が１億37百万円

増加したこと等によるものであります。負債は35億67百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億98百万円増加し

ました。これは主に、賞与引当金が１億20百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が２億33百万円、未払法人税等

が１億23百万円増加したこと等によるものであります。純資産は前連結会計年度末に比べて１億21百万円増加し115億

20百万円となり、自己資本比率は73.1％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末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ１

億12百万円増加し、50億56百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動により獲得した資金は、６億２百万円（前年同四半期は２億63百万円の獲得）となりました。これは主に、

賞与引当金の減少額１億20百万円、売上債権の増加額２億６百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益が７億

８百万円、仕入債務の増加額３億31百万円があったこと等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)

　投資活動により使用した資金は、１億17百万円（前年同四半期は66百万円の使用）となりました。これは主に有価

証券及び投資有価証券の取得による支出１億１百万円があったこと等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)

　財務活動により使用した資金は、３億72百万円（前年同四半期は３億51百万円の使用）となりました。これは配当

金の支払額３億72百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年４月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績等を踏まえ、2020年８月28日に公

表いたしました内容を修正しております。

　詳細につきましては、本日（2020年11月20日）公表の「2021年４月期第２四半期累計期間業績予想と実績との差異

及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。
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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
(2020年４月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年10月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,754,325 6,866,774

受取手形及び売掛金 1,864,797 2,092,959

電子記録債権 307,232 329,219

有価証券 ― 50,415

商品及び製品 909,861 1,047,688

仕掛品 185,602 130,989

原材料及び貯蔵品 401,732 407,721

その他 120,556 128,319

貸倒引当金 △2,937 △2,161

流動資産合計 10,541,170 11,051,925

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 311,076 301,691

土地 1,346,573 1,346,573

その他（純額） 85,341 76,129

有形固定資産合計 1,742,990 1,724,394

無形固定資産

ソフトウエア 73,393 64,872

その他 4,492 4,492

無形固定資産合計 77,886 69,364

投資その他の資産

投資有価証券 1,899,254 1,932,750

繰延税金資産 268,918 272,915

その他 43,309 42,263

貸倒引当金 △6,380 △6,242

投資その他の資産合計 2,205,102 2,241,686

固定資産合計 4,025,979 4,035,445

資産合計 14,567,149 15,087,371
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年４月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年10月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 799,082 1,032,889

電子記録債務 591,128 683,081

未払金 55,466 47,289

未払法人税等 91,956 215,681

賞与引当金 272,284 151,775

その他 264,475 268,121

流動負債合計 2,074,393 2,398,839

固定負債

役員退職慰労引当金 181,495 182,301

退職給付に係る負債 333,231 350,620

繰延税金負債 18,062 50,001

その他 561,016 585,268

固定負債合計 1,093,806 1,168,191

負債合計 3,168,199 3,567,031

純資産の部

株主資本

資本金 787,299 787,299

資本剰余金 676,811 676,811

利益剰余金 9,474,859 9,559,541

自己株式 △34,145 △34,145

株主資本合計 10,904,824 10,989,506

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 24,001 35,624

その他の包括利益累計額合計 24,001 35,624

非支配株主持分 470,123 495,208

純資産合計 11,398,949 11,520,339

負債純資産合計 14,567,149 15,087,371
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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 2019年４月21日
　至 2019年10月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月21日
　至 2020年10月20日)

売上高 3,907,243 4,496,941

売上原価 2,290,014 2,748,097

売上総利益 1,617,229 1,748,844

販売費及び一般管理費 1,045,871 1,024,981

営業利益 571,357 723,862

営業外収益

受取利息 842 1,131

有価証券利息 5,060 5,610

受取配当金 3,450 3,557

不動産賃貸料 211 203

その他 2,835 5,233

営業外収益合計 12,400 15,735

営業外費用

支払利息 127 117

売上割引 674 529

為替差損 71 284

その他 230 ―

営業外費用合計 1,103 931

経常利益 582,654 738,666

特別利益

固定資産売却益 616 ―

保険解約返戻金 8,718 ―

保険譲渡益 21,509 ―

特別利益合計 30,844 ―

特別損失

固定資産除却損 101 ―

投資有価証券評価損 ― 30,142

特別損失合計 101 30,142

税金等調整前四半期純利益 613,397 708,523

法人税、住民税及び事業税 73,184 203,512

法人税等調整額 124,731 22,817

法人税等合計 197,916 226,329

四半期純利益 415,481 482,194

非支配株主に帰属する四半期純利益 20,230 25,084

親会社株主に帰属する四半期純利益 395,251 457,110
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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 2019年４月21日
　至 2019年10月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月21日
　至 2020年10月20日)

四半期純利益 415,481 482,194

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,127 11,623

その他の包括利益合計 9,127 11,623

四半期包括利益 424,609 493,817

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 404,378 468,733

非支配株主に係る四半期包括利益 20,230 25,084
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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 2019年４月21日
　至 2019年10月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月21日
　至 2020年10月20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 613,397 708,523

減価償却費 42,891 40,275

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △4,971 17,388

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △296,178 805

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,760 △120,509

貸倒引当金の増減額（△は減少） △404 △913

受取利息及び受取配当金 △9,353 △10,298

支払利息 127 117

投資有価証券評価損益（△は益） ― 30,142

固定資産売却損益（△は益） △616 ―

固定資産除却損 101 ―

保険解約返戻金 △8,718 ―

保険譲渡益 △21,509 ―

売上債権の増減額（△は増加） 141,845 △206,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,826 △89,203

仕入債務の増減額（△は減少） 81,637 331,640

その他 275,433 △48,442

小計 670,094 652,937

役員退職慰労金の支払額 △164,757 ―

利息及び配当金の受取額 11,983 14,480

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △253,817 △65,136

営業活動によるキャッシュ・フロー 263,502 602,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,810,000 △1,810,000

定期預金の払戻による収入 1,810,000 1,810,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △105,750 △101,569

有形固定資産の取得による支出 △24,066 △12,873

無形固定資産の取得による支出 △2,615 △3,395

保険積立金の積立による支出 △1,000 ―

保険積立金の解約による収入 65,703 ―

その他 912 196

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,815 △117,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △351,265 △372,182

財務活動によるキャッシュ・フロー △351,265 △372,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △154,589 112,449

現金及び現金同等物の期首残高 4,893,203 4,944,325

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,738,613 5,056,774

　



株式会社ヤガミ(7488) 2021年４月期 第２四半期決算短信

ー 8 －

（４）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。

（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 2019年４月21日 至 2019年10月20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：千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高

外部顧客への売上高 2,058,246 1,000,613 848,383 3,907,243 ― 3,907,243

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,058,246 1,000,613 848,383 3,907,243 ― 3,907,243

セグメント利益 242,246 217,717 122,654 582,618 36 582,654

(注) １ セグメント間取引消去によるものです。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月21日 至 2020年10月20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：千円)

報告セグメント

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高

外部顧客への売上高 2,233,654 1,213,593 1,049,693 4,496,941 ― 4,496,941

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,233,654 1,213,593 1,049,693 4,496,941 ― 4,496,941

セグメント利益 341,397 241,907 155,360 738,666 ― 738,666

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

　


