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2009年３月期 個別財務諸表の概要

会　　社　　名　　　　ＹＫＫ ＡＰ株式会社 上場の有無　非上場

(URL http://www.ykkap.co.jp) 本社所在都道府県　東京都

代表取締役社長　吉田　忠裕

経理部長　八木　厚斯 TEL　（03）3864-2167

単元株制度採用の有無 無 中間配当制度の有無　　無

定時株主総会開催日　　2009年6月10日

１．2009年3月期の業績（2008年4月1日～2009年3月31日）

（１）経営成績  （注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

２００９年３月期 ( ) ( ) ( )

２００８年３月期 ( ) ( ) ( )

百万円 ％ 円 ％ ％ ％

２００９年３月期 ( )

２００８年３月期 ( )

(注) ①期中平均株式数　　2009年3月期　1,002,100株　　2008年3月期　1,002,100株

②売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率

（２）配当状況

1株当たり年間配当金

円 円 円 百万円 ％ ％

２００９年３月期

２００８年３月期

（３）財政状態

百万円 百万円 ％ 千円

２００９年３月期

２００８年３月期

(注) ①期末発行済株式数　　2009年3月期　1,002,100株　　2008年3月期　1,002,100株

②期末自己株式数　　2009年3月期　－株　　2008年3月期　－株

２．2010年３月期の業績予想（2009年4月1日～2010年3月31日）

百万円 百万円 百万円 円 円 円

(参考)　１株当たり予想当期純利益（通期）　2,594円

※ 上記の予想は、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ます。

実際の業績は、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。

－
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純資産
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1,100
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－

総資産
経常利益率

1,100

1,300

売上高
営業利益率

△ 1.4

0.5

1,102

１株当たり
当期純利益又は
当期純損失(△)

95

310,400

2009年5月27日

経常利益又は経常損失(△)

△ 4,314△ 9.6 －

問合せ先責任者

代 表 者

売上高 営業利益又は営業損失(△)

95

－

△ 96.41,545

△ 4,138

198

△ 36.2

0.1

△ 78.4343,258 △ 3.3

自己資本
当期純利益率

△ 38,200 △ 38,120 △ 1.6

0.1

中間 期末
配当金総額

（年間）

△ 96.6

配当性向

－

280,900 125,310

総資産 純資産

当期純利益又は
当期純損失(△)

231,110 85,963

１株当たり純資産

37.2 85

中間

44.6 125

自己資本比率

売上高 経常利益 当期純利益
期末

１株当たり年間配当金

通　　　期 未定未定－294,100 1,800 2,600
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１【財務諸表等】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2008年３月31日)

当事業年度
(2009年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 4,827 3,434

　　受取手形 44,564 37,700

　　売掛金 49,602 43,228

　　商品及び製品 12,834 13,124

　　仕掛品 19,029 15,861

　　原材料及び貯蔵品 6,281 6,528

　　未成工事支出金 17,783 14,373

　　繰延税金資産 5,779 －

　　預け金 10,640 17,395

　　その他 2,191 2,104

　　貸倒引当金 △ 1,144 △ 952

　　流動資産合計 172,391 152,799

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物（純額） 26,587 24,469

　　　構築物（純額） 2,573 2,265

　　　機械及び装置（純額） 25,101 23,609

　　　車両運搬具（純額） 379 289

　　　工具、器具及び備品（純額） 4,111 3,498

　　　土地 15,920 15,930

　　　建設仮勘定 906 1,226

　　　有形固定資産合計 75,580 71,289

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 3,527 2,965

　　　その他 116 236

　　　無形固定資産合計 3,643 3,202

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 1,441 1,160

　　　関係会社株式 408 408

　　　破産更生債権等 4,033 4,240

　　　長期前払費用 249 205

　　　繰延税金資産 24,962 －

　　　その他 1,614 1,565

　　　貸倒引当金 △ 3,425 △ 3,763

　　　投資その他の資産合計 29,284 3,817

　　固定資産合計 108,509 78,310

　資産合計 280,900 231,110
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(単位：百万円)

前事業年度
(2008年３月31日)

当事業年度
(2009年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　支払手形 2,671 3,062

　　買掛金 43,664 37,115

　　短期借入金 598 649

　　１年内返済予定の長期借入金 － 26

　　リース債務 － 39

　　未払法人税等 463 463

　　未成工事受入金 7,760 7,229

　　賞与引当金 7,849 4,837

　　従業員預り金 21,450 20,914

　　繰延税金負債 － 74

　　その他 10,021 7,646

　　流動負債合計 94,479 82,058

　固定負債

　　長期借入金 208 156

　　退職給付引当金 57,830 58,930

　　役員退職慰労引当金 525 478

　　製造供給拠点再編引当金 － 801

　　リース債務 － 84

　　繰延税金負債 － 62

　　その他 2,545 2,574

　　固定負債合計 61,110 63,088

　負債合計 155,589 145,146

純資産の部

　株主資本

　　資本金 10,000 10,000

　　資本剰余金 73,388 73,388

　　利益剰余金 42,218 2,715

　　株主資本合計 125,607 86,103

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 96 △ 113

　　繰延ヘッジ損益 △ 392 △ 27

　　評価・換算差額等合計 △ 296 △ 140

　純資産合計 125,310 85,963

負債純資産合計 280,900 231,110
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 2007年４月１日
　至 2008年３月31日)

当事業年度
(自 2008年４月１日
　至 2009年３月31日)

売上高 343,258 310,400

売上原価 255,329 232,934

売上総利益 87,928 77,466

販売費及び一般管理費 86,382 81,780

営業利益又は営業損失(△) 1,545 △ 4,314

営業外収益

　受取利息 100 130

　受取配当金 32 304

　雑収入 1,166 868

　営業外収益合計 1,299 1,303

営業外費用

　支払利息 243 236

　売上割引 156 136

　たな卸資産廃棄損 968 －

　雑損失 1,278 753

　営業外費用合計 2,646 1,127

経常利益又は経常損失(△) 198 △ 4,138

特別利益

　固定資産売却益 9 19

　貸倒引当金戻入額 641 228

　その他 － 2

　特別利益合計 650 250

特別損失

　固定資産売却損・除却損 605 675

　投資有価証券売却損 5 4

　退職給付費用 － 378

　製造供給拠点再編損失 － 1,623

　その他 12 14

　特別損失合計 623 2,697

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

225 △ 6,585

法人税、住民税及び事業税 572 947

法人税等調整額 △ 442 30,668

法人税等合計 129 31,615

当期純利益又は当期純損失(△) 95 △ 38,200
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 2007年４月１日
　至 2008年３月31日)

当事業年度
(自 2008年４月１日
　至 2009年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 10,000 10,000

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 － －

　　当期末残高 10,000 10,000

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 73,388 73,388

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 － －

　　　当期末残高 73,388 73,388

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 260 260

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 － －

　　　当期末残高 260 260

　　その他利益剰余金

　　　特別償却積立金

　　　　前期末残高 191 181

　　　　当期変動額

　　　　　特別償却積立金の積立 66 5

　　　　　特別償却積立金の取崩 △ 75 △ 60

　　　　　当期変動額合計 △ 9 △ 54

　　　　当期末残高 181 127

　　　買換圧縮積立金

　　　　前期末残高 3 3

　　　　当期変動額

　　　　　当期変動額合計 － －

　　　　当期末残高 3 3

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 40,300 41,600

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金の積立 1,300 －

　　　　　別途積立金の取崩 － △ 1,200

　　　　　当期変動額合計 1,300 △ 1,200

　　　　当期末残高 41,600 40,400

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 3,170 172

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △ 1,803 △ 1,302

　　　　　当期純利益又は当期純損失(△) 95 △ 38,200

　　　　　特別償却積立金の積立 △ 66 △ 5

　　　　　特別償却積立金の取崩 75 60

　　　　　別途積立金の積立 △ 1,300 －

　　　　　別途積立金の取崩 － 1,200

　　　　　当期変動額合計 △ 2,998 △ 38,248

　　　　当期末残高 172 △ 38,076
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 2007年４月１日
　至 2008年３月31日)

当事業年度
(自 2008年４月１日
　至 2009年３月31日)

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 43,926 42,218

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △ 1,803 △ 1,302

　　　　当期純利益又は
　　　　当期純損失(△)

95 △ 38,200

　　　　当期変動額合計 △ 1,707 △ 39,503

　　　当期末残高 42,218 2,715

　株主資本合計

　　前期末残高 127,315 125,607

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △ 1,803 △ 1,302

　　　当期純利益又は当期純損失(△) 95 △ 38,200

　　　当期変動額合計 △ 1,707 △ 39,503

　　当期末残高 125,607 86,103

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 794 96

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の
　　　当期変動額(純額)

△ 698 △ 209

　　　当期変動額合計 △ 698 △ 209

　　当期末残高 96 △ 113

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 41 △ 392

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の
　　　当期変動額(純額)

△ 434 365

　　　当期変動額合計 △ 434 365

　　当期末残高 △ 392 △ 27

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 836 △ 296

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の
　　　当期変動額(純額)

△ 1,132 155

　　　当期変動額合計 △ 1,132 155

　　当期末残高 △ 296 △ 140

純資産合計

　前期末残高 128,151 125,310

　当期変動額

　　剰余金の配当 △ 1,803 △ 1,302

　　当期純利益又は当期純損失(△) 95 △ 38,200

　　株主資本以外の項目の
　　当期変動額(純額)

△ 1,132 155

　　当期変動額合計 △ 2,840 △ 39,347

　当期末残高 125,310 85,963
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２【役員の異動】（2009年６月10日付予定）

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の異動

①新任取締役候補

取締役　　　　志津　正美　（現　副社長　海外事業担当）

取締役　　　　堀　秀充　（現　上席常務　事業本部長）

②退任予定取締役

該当事項はありません。

③新任監査役候補

該当事項はありません。

④退任予定監査役

該当事項はありません。
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