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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 11,360 (7.3) 252 (△8.3) 271 (△5.4) 108 (△35.6)

19年３月期 10,586 (5.1) 275 (56.2) 287 (52.7) 168 (12.6)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 28 87 －  3.6 3.6 2.2

19年３月期 44 87 －  5.7 3.8 2.6

（参考）持分法投資損益 20年３月期 － 百万円 19年３月期 － 百万円

(2）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

20年３月期 7,414 3,041 41.0 811 75

19年３月期 7,791 2,984 38.3 796 32

（参考）自己資本 20年３月期 3,041百万円 19年３月期 2,984百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 △420 △90 6 1,410

19年３月期 660 △794 △55 1,915

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 －  12 50 12 50 46 27.9 1.6
20年３月期 －  12 50 12 50 46 43.3 1.6

21年３月期（予想） －  12 50 12 50 － 33.5 －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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2四半期累計期間 5,600 (2.6) 103 (△16.3) 110 (△17.9) 60 (△11.8) 16 00

通期 11,450 (0.8) 230 (△8.7) 240 (△11.4) 140 (29.6) 37 30
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、15ページ「重要な会計方針」（会計方針の変更）をご覧ください。

(2）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） 20年３月期 3,750,000株 19年３月期 3,750,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 2,552株 19年３月期 2,552株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度におけるわが国経済は、前半は堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や雇用環境の改善により

緩やかな回復基調で推移いたしましたが、後半に入り米国サブプライムローン問題の世界的な経済への影響が顕在

化し、株価の下落や急激な円高が進む一方、原油・原材料の価格高騰による物価上昇懸念が個人消費にも影響を及

ぼし、景気の先行きに対する不透明感が徐々に強まってきました。

　容器業界におきましては、食品分野における相次ぐ偽装問題が個人消費動向全般にも影響を与えるなど、業界を

取り巻く状況は引き続き厳しく、また、原料価格の上昇を商品販売価格にスムーズに転嫁することができなかった

ことから、価格競争及び利益確保の厳しい状態が続きました。

　エレクトロニクス業界におきましては、パソコン、携帯電話、家電製品等は引き続き好調で、半導体市場も堅調

に推移いたしました。

　このような状況のなか当社は、収益基盤を支える既存商材の充実強化に注力するとともに、将来を見据えた成長

基盤を構築するため、水関連事業など当社のこれまでのノウハウを活かせる分野での新規事業への取り組みを積極

的に推進いたしました。

　この結果、当事業年度の業績は当初見込みを上回る状況で順調に推移し、売上高は113億60百万円（前期比7.3％

増）となる一方、中長期的なヴィジョンに基づく商材及び人材への積極的投資に伴う経費の増加により販売費及び

一般管理費が前期比9.7％増となったことから、営業利益は2億52百万円（同8.3％減）、経常利益は2億71百万円（同

5.4％減）となり、さらに、サブプライムローン問題の影響による株価下落での投資有価証券評価損49百万円等の特

別損失60百万円の計上等から当期純利益は１億8百万円（同35.6％減）となりました。

　部門別の業績は次のとおりであります。

　容器部門は、オリジナル商品の投入や新規ユーザーの開拓などの積極的推進による既存分野での安定した収益基

盤の強化に加え、ガロンボトル及びウォーターサーバー等の新規に注力している水関連商材の実績が大きく貢献し

たことから、当事業年度の売上高は90億52百万円（前期比8.9％増）となりました。

　エレクトロニクス関連部門は、設備投資関連で主要商材であるプラズマ洗浄装置の実績が前期に及ばなかったも

のの、その他の製造装置等がこれを補い、また、ソケットなども堅調に推移したことから、当事業年度の売上高は

23億7百万円（同1.4％増）となりました。

（次期の見通し）

　今後の経済情勢につきましては、原油価格の高騰や為替動向、世界経済の不透明感などから景気の減速懸念は高

まっており、厳しい外部環境が予想されます。

　このような中、当社といたしましては、引き続き、中長期的なヴィジョンでの発展を目指し、将来の成長を見据

えた経営基盤の構築に向けた取り組みを進めてまいります。このためには、先行的な負担の増加も覚悟しながら、

商材、人材への投資を積極的に進めてまいります。

　次期の業績については、現在注力している水関連事業をより安定的に展開することにより、売上高114億50百万円

（前期比0.8％増）を見込みつつ、利益面では、原材料高騰の影響及び先行的な継続投資による経費増を勘案して、

営業利益2億30百万円（同8.7％減）、経常利益2億40百万円（同11.4％減）を予想しますが、現時点において特別損

益の発生は想定されないことから、当期純利益では1億40百万円（同29.6％増）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、仕入債務の減少等から営業活動で4億20百

万円の支出となったことに加え、有形固定資産や関係会社株式の取得等により投資活動でも90百万円の支出となっ

たことなどから、前事業年度末に比べて5億4百万円減少し、当事業年度末には14億10百万円となりました。

　当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は、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）

　当事業年度において営業活動の結果使用した資金は4億20百万円（前年同期は資金の獲得6億60百万円）となりま

した。

　これは主に、税引前当期純利益で2億11百万円を計上したものの、前事業年度の末日が金融機関の休日であった影

響等により仕入債務が5億81百万円減少したことや、たな卸し資産の増加55百万円などがあったことによるものであ

ります。
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　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において投資活動の結果使用した資金は90百万円（前年同期比88.6％減）となりました。

　これは主に、定期預金の払戻と預入から1億円の収入があったことに対し、有形固定資産の取得で85百万円、関係

会社株式の取得および貸付金の実行で各60百万円の支出があったことなど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）

　当事業年度において財務活動の結果得られた資金は6百万円（前年同期は資金の使用55百万円）となりました。

　これは、配当金の支払額46百万円と利息の支払額6百万円があったものの、短期借入により60百万円を調達したこ

とによるものであります。

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

 自己資本比率（％） 40.7 38.3 41.0

 時価ベースの自己資本比率（％） 40.9 26.9 19.2

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － 54.5 －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 123.9 －

 自己資本比率：自己資本／総資産

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社の利益配分に関する基本方針は、企業体質の強化や今後の事業展開に備えた内部留保に配慮しつつ、株主の

皆様のご支援に報いるため、安定的な配当の継続を目指しており、20％以上の配当性向を維持していく予定でおり

ます。

　なお、当期の配当金は、1株当たりにつき、普通配当12円50銭とさせていただきたく第64期定時株主総会にて提案

予定であります。

２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成18年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

　平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。

　当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.yamato-material.co.jp/ir/brief/index.html

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 別途開示しております「コーポレートガバナンス報告書」に記載のとおりであります。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 3,365,515 2,760,639 △604,876

２．受取手形 ※5,6 1,029,625 897,533 △132,092

３．売掛金 ※５ 1,921,556 2,008,868 87,311

４．商品 87,676 145,620 57,943

５．製品 5,169 4,955 △213

６．原材料 279 564 285

７．貯蔵品 7,267 4,608 △2,658

８．前渡金 － 69,233 69,233

９．前払費用 17,276 20,420 3,144

10．繰延税金資産 36,533 33,956 △2,576

11．未収入金 ※２ 122,874 212,181 89,306

12．その他 1,208 1,069 △139

貸倒引当金 △8,294 △8,414 △120

流動資産合計 6,586,690 84.5 6,151,237 83.0 △435,452

Ⅱ　固定資産

(1) 有形固定資産

１．建物 ※1,4 169,064 155,397

減価償却累計額 106,171 62,892 101,125 54,272 △8,620

２．構築物 32,235 32,235

減価償却累計額 28,728 3,506 29,264 2,971 △535

３．機械及び装置 225,486 223,326

減価償却累計額 165,800 59,686 157,599 65,726 6,040

４．車輌及び運搬具 7,403 7,403

減価償却累計額 6,208 1,194 6,690 712 △482

５．工具・器具及び備品 302,779 347,935

減価償却累計額 231,663 71,116 294,844 53,090 △18,025

６．土地 ※1,3 174,347 174,347 －

有形固定資産合計 372,744 4.8 351,120 4.7 △21,623

(2) 無形固定資産

１．借地権 16,758 － △16,758

２．商標権 370 330 △40

３．ソフトウェア 17,629 29,216 11,586

４．その他 1,110 1,110 －

無形固定資産合計 35,867 0.5 30,656 0.4 △5,211
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(3) 投資その他の資産

１．投資有価証券 284,341 226,733 △57,608

２．関係会社株式 48,500 109,000 60,500

３．出資金 400 400 －

４．長期貸付金 75,000 127,750 52,750

５．破産更生債権等 4,393 4,367 △26

６．長期前払費用 574 － △574

７．繰延税金資産 157,979 175,373 17,394

８．保険積立金 135,259 139,279 4,020

９．再評価に係る繰延税
金資産

※３ 32,254 32,254 －

10．その他 66,763 75,867 9,103

貸倒引当金 △8,935 △9,052 △116

投資その他の資産合計 796,530 10.2 881,974 11.9 85,443

固定資産合計 1,205,142 15.5 1,263,751 17.0 58,608

資産合計 7,791,833 100.0 7,414,988 100.0 △376,844

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※5,6 2,724,075 2,144,899 △579,176

２．買掛金 ※５ 1,130,524 1,195,397 64,872

３．短期借入金 ※１ 360,000 420,000 60,000

４．未払金 17,012 22,495 5,483

５．未払費用 27,402 23,454 △3,947

６．未払法人税等 57,796 46,753 △11,042

７．未払消費税等 15,127 12,112 △3,014

８．前受金 2,550 1,277 △1,272

９．預り金 11,295 5,118 △6,176

10．前受収益 835 － △835

11．賞与引当金 67,290 63,928 △3,361

12．役員賞与引当金 11,800 10,825 △975

13．その他 1,598 1,605 6

流動負債合計 4,427,308 56.8 3,947,868 53.3 △479,440

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 124,775 128,406 3,630

２．役員退職慰労引当金 253,190 294,342 41,151

３．その他 2,400 2,400 －

固定負債合計 380,366 4.9 425,148 5.7 44,782

負債合計 4,807,674 61.7 4,373,016 59.0 △434,657
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   334,430 4.3  334,430 4.5 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  279,820   279,820    

資本剰余金合計   279,820 3.6  279,820 3.8 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  83,607   83,607    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  2,070,000   2,110,000    

繰越利益剰余金  264,932   286,295    

利益剰余金合計   2,418,539 31.0  2,479,903 33.4 61,363

４．自己株式   △1,902 △0.0  △1,902 △0.0 －

株主資本合計   3,030,887 38.9  3,092,250 41.7 61,363

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  286 0.0  △3,263 △0.1 △3,549

２．土地再評価差額金 ※３  △47,014 △0.6  △47,014 △0.6 －

評価・換算差額等合計   △46,728 △0.6  △50,278 △0.7 △3,549

純資産合計   2,984,158 38.3  3,041,972 41.0 57,813

負債純資産合計   7,791,833 100.0  7,414,988 100.0 △376,844

ヤマトマテリアル株式会社（7620）平成 20 年 3 月期決算短信（非連結）

－ 7 －



(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．商品売上高 10,441,289 11,209,996

２．製品売上高 144,953 10,586,242 100.0 150,175 11,360,172 100.0 773,929

Ⅱ　売上原価

１．商品売上原価

(1) 商品期首たな卸高 85,009 87,676

(2) 当期商品仕入高 9,100,442 9,836,734

合計 9,185,451 9,924,411

(3) 商品期末たな卸高 87,676 145,620

商品売上原価 9,097,775 9,778,790

２．製品売上原価

(1) 製品期首たな卸高 5,673 5,169

(2) 当期製品製造原価 120,872 130,534

合計 126,546 135,704

(3) 製品期末たな卸高 5,169 4,955

製品売上原価 121,376 130,748

売上原価合計 9,219,151 87.1 9,909,539 87.2 690,387

売上総利益 1,367,090 12.9 1,450,632 12.8 83,541

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．運賃荷造費 18,999 21,919

２．広告宣伝費 16,793 18,371

３．貸倒引当金繰入額 － 236

４．役員報酬 101,550 117,945

５．給与手当 332,960 331,988

６．賞与 67,758 69,749

７．賞与引当金繰入額 64,107 61,671

８．役員賞与引当金繰入額 11,800 10,825

９．退職給付費用 32,112 32,289

10．役員退職慰労引当金繰入
額

10,439 50,821

11．法定福利費 54,892 54,430

12．旅費交通費 63,934 65,824

13．地代家賃 71,578 76,670

14．減価償却費 69,455 98,574

15．その他 175,551 1,091,932 10.3 186,950 1,198,268 10.6 106,336

営業利益 275,158 2.6 252,363 2.2 △22,794
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 6,571 8,693

２．受取配当金 5,516 9,891

３．受取賃貸料  22,044 22,044

４．受取クレーム補償金 171 340

５．その他 1,729 36,034 0.3 2,080 43,051 0.4 7,016

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 5,221 6,518

２．賃貸原価 ※１ 16,119 12,661

３．支払クレーム補償金 545 400

４．売上割引 1,968 2,112

５．その他 312 24,167 0.2 2,089 23,782 0.2 △384

経常利益 287,025 2.7 271,632 2.4 △15,393

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ － 131

２．貸倒引当金戻入額 1,941 －

３．投資有価証券売却益  16,714 18,655 0.2 － 131 0.0 △18,524

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ － 7,111

２．固定資産除却損 ※４ 723 2,246

３．投資有価証券評価損 － 49,752

４．その他  － 723 0.0 1,175 60,286 0.5 59,562

税引前当期純利益 304,958 2.9 211,478 1.9 △93,480

法人税、住民税及び事業
税

139,505 115,653

法人税等調整額 △2,680 136,825 1.3 △12,381 103,271 0.9 △33,554

当期純利益 168,132 1.6 108,206 1.0 △59,925
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費 73,971 61.2 67,329 51.6 △6,642

Ⅱ　労務費 21,156 17.5 28,556 21.9 7,399

Ⅲ　経費 ※２ 25,744 21.3 34,649 26.5 8,904

当期総製造費用 120,872 100.0 130,534 100.0 9,661

仕掛品期首たな卸高 － － －

合計 120,872 130,534 9,661

仕掛品期末たな卸高 － － －

当期製品製造原価 120,872 130,534 9,661

（脚注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　１．原価計算の方法

実際総合原価計算を採用しております。

　１．原価計算の方法

同左

※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費 5,262千円 減価償却費 7,687千円
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

334,430 279,820 279,820 83,607 1,870,000 354,443 2,308,050 △1,902 2,920,398

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △46,843 △46,843  △46,843

役員賞与（注）      △10,800 △10,800  △10,800

別途積立金の積立（注）     200,000 △200,000 －  －

当期純利益      168,132 168,132  168,132

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 200,000 △89,510 110,489 － 110,489

平成19年３月31日　残高
（千円）

334,430 279,820 279,820 83,607 2,070,000 264,932 2,418,539 △1,902 3,030,887

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

25,204 △47,014 △21,810 2,898,588

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △46,843

役員賞与（注）    △10,800

別途積立金の積立（注）    －

当期純利益    168,132

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△24,918 － △24,918 △24,918

事業年度中の変動額合計
（千円）

△24,918 － △24,918 85,570

平成19年３月31日　残高
（千円）

286 △47,014 △46,728 2,984,158

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

334,430 279,820 279,820 83,607 2,070,000 264,932 2,418,539 △1,902 3,030,887

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △46,843 △46,843  △46,843

別途積立金の積立     40,000 △40,000 －  －

当期純利益      108,206 108,206  108,206

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 40,000 21,363 61,363 － 61,363

平成20年３月31日　残高
（千円）

334,430 279,820 279,820 83,607 2,110,000 286,295 2,479,903 △1,902 3,092,250

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

286 △47,014 △46,728 2,984,158

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △46,843

別途積立金の積立    －

当期純利益    108,206

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△3,549 － △3,549 △3,549

事業年度中の変動額合計
（千円）

△3,549 － △3,549 57,813

平成20年３月31日　残高
（千円）

△3,263 △47,014 △50,278 3,041,972
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 304,958 211,478 △93,480

減価償却費 74,717 106,261 31,543

有形固定資産除却損 723 2,246 1,523

投資有価証券評価損 － 49,752 49,752

長期前払費用償却額 2,323 574 △1,748

賞与引当金の増加額(△減少額) 16,890 △3,361 △20,252

役員賞与引当金の増加額(△減少額) 11,800 △975 △12,775

退職給付引当金の増加額 6,242 3,630 △2,612

役員退職慰労引当金の増加額 10,439 41,151 30,711

貸倒引当金の増加額(△減少額) △24,503 236 24,740

受取利息及び受取配当金 △12,088 △18,585 △6,496

支払利息 5,221 6,518 1,297

有形固定資産売却益 － △131 △131

有形固定資産売却損 － 1,221 1,221

無形固定資産売却損 － 5,889 5,889

投資有価証券売却益 △16,714 － 16,714

保険積立解約損 － 1,175 1,175

その他営業外収益 △22,044 △22,044 －

その他営業外費用 16,119 12,661 △3,458

売上債権の増加額 △329,108 △46,794 282,314

破産更生債権等の減少額 24,038 26 △24,012

たな卸資産の増加額 △7,826 △55,356 △47,529

その他流動資産の減少額(△増加額) 3,502 △1,780 △5,282

仕入債務の増加額(△減少額) 775,350 △581,752 △1,357,102

その他流動負債の増加額(△減少額) 27,003 △5,728 △32,732

役員賞与の支払額 △10,800 － 10,800

小計 856,244 △293,684 △1,149,929

法人税等の支払額 △195,421 △127,007 68,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 660,823 △420,691 △1,081,515
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　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 △500,000 △400,000 100,000

定期預金の払戻による収入 － 500,000 500,000

利息及び配当金の受取額 11,508 17,284 5,776

有価証券の償還による収入 52,097 － △52,097

有形固定資産の取得による支出 △90,392 △85,231 5,161

有形固定資産の売却による収入 － 2,155 2,155

賃貸原価に伴なう支出 △2,708 △2,844 △135

受取賃貸料収入 23,168 22,588 △580

投資有価証券の取得による支出 △192,265 △120 192,145

投資有価証券の売却等による収入 52,664 2,000 △50,664

関係会社株式の取得による支出 △48,500 △60,500 △12,000

貸付金の実行による支出 △75,000 △60,000 15,000

貸付金の回収による収入 － 7,250 7,250

その他投資活動による支出 △25,232 △48,760 △23,528

その他投資活動による収入 － 15,740 15,740

投資活動によるキャッシュ・フロー △794,659 △90,437 704,221

Ⅲ　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 － 60,000 60,000

利息の支払額 △5,333 △6,902 △1,568

配当金の支払額 △46,765 △46,845 △79

その他財務活動による支出 △3,000 － 3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,098 6,252 61,351

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △188,934 △504,876 △315,942

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,104,450 1,915,515 △188,934

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,915,515 1,410,639 △504,876
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1) 有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建物　　　　　　　　　　３～34年 　建物　　　　　　　　　　３～34年

　機械及び装置　　　　　　５～14年 　機械及び装置　　　　　　５～10年

　工具・器具及び備品　　　２～20年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ10,157千円

減少しております。

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益がそれぞれ3,010千円減

少しております。

(2) 無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

　なお、上記固定資産の減価償却の方法以外は、最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における記載から重
要な変更がないため開示を省略しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．担保に供している資産は、次のとおりであります。 ※１．担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物 2,862千円

土地 134,745千円

計 137,608千円

建物 2,630千円

土地 134,745千円

計 137,376千円

　なお建物及び土地は、下記の債務の担保に供してお

ります。

　なお建物及び土地は、下記の債務の担保に供してお

ります。

短期借入金 150,000千円 短期借入金 150,000千円

※２．ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収

入金　　　　　　　　　　　　 　　 119,684千円

※２．ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収

入金　　　　　　　　　　　　 　　 209,986千円

※３．当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年３

月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律

第19号)に基づき事業用土地の再評価を行い、再評価差

額のうち当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、残額

を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

おります。

※３．当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年３

月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律

第19号)に基づき事業用土地の再評価を行い、再評価差

額のうち当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、残額

を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

おります。

　再評価の方法……「土地の再評価に関する法律施行

令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第１号

に定める近隣の地価公示価格に合理的な調整をして算

定する方法及び第３号に定める固定資産税評価額に合

理的な調整をして算定する方法を行っております。

　再評価の方法……「土地の再評価に関する法律施行

令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第１号

に定める近隣の地価公示価格に合理的な調整をして算

定する方法及び第３号に定める固定資産税評価額に合

理的な調整をして算定する方法を行っております。

再評価を行った年月日 ……… 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額 　………　  3,291千円

再評価を行った年月日 ……… 平成14年３月31日

             ──────

※４．固定資産の圧縮記帳額

　過年度において、収用移転補償に伴い有形固定資産

のうちの建物の取得価額から控除している圧縮記帳額

は96,170千円であります。

※４．固定資産の圧縮記帳額

同左

※５．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

※５．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

流動資産

受取手形（千円） 4,477

売掛金（千円） 11,314

流動負債

支払手形（千円） 13,045

買掛金（千円） 76,248

流動資産

受取手形（千円） 17,664

売掛金（千円） 40,080

流動負債

支払手形（千円） 55,590

買掛金（千円） 58,576

※６．期末日満期手形

　期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、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

受取手形 88,838千円

支払手形 676,970千円

※６．           ──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．賃貸原価のうち主なものは次のとおりであります。 ※１．賃貸原価のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費 13,210千円

租税公課 1,903千円

減価償却費 10,017千円

租税公課 1,857千円

※２．          ────── ※２．固定資産売却益は、工具・器具及び備品131千円の売

却益であります。

※３．          ────── ※３．固定資産売却損は、建物1,178千円、工具・器具及び

備品43千円、借地権5,889千円の売却損であります。

※４．固定資産除却損は、工具・器具及び備品723千円の除

却損であります。

※４．固定資産除却損は、機械及び装置2,124千円、工具・

器具及び備品122千円の除却損であります。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 3,750,000 － － 3,750,000

合計 3,750,000 － － 3,750,000

自己株式

普通株式 2,552 － － 2,552

合計 2,552 － － 2,552

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）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

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 46,843 12.50 平成18年３月31日 平成18年６月27日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 46,843  利益剰余金 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 3,750,000 － － 3,750,000

合計 3,750,000 － － 3,750,000

自己株式

普通株式 2,552 － － 2,552

合計 2,552 － － 2,552

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）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

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 46,843 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 46,843  利益剰余金 12.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,365,515千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,450,000千円

現金及び現金同等物 1,915,515千円

現金及び預金勘定 2,760,639千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,350,000千円

現金及び現金同等物 1,410,639千円

（開示の省略）

　リース取引、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等及び企業

結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しま

す。
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成19年３月31日） 当事業年度（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

(1) 株式 45,147 63,832 18,685 16,185 18,663 2,478

(2) 債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3) その他 53,805 53,835 29 － － －

小計 98,952 117,667 18,715 16,185 18,663 2,478

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1) 株式 78,952 60,720 △18,232 58,291 53,290 △5,000

(2) 債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3) その他 － － － 51,805 48,825 △2,980

小計 78,952 60,720 △18,232 110,096 102,115 △7,980

合計 177,905 178,387 482 126,282 120,779 △5,502

　（注）　　当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について49,752千円の減損処理を行っております。

　当該株式の減損処理は、個別銘柄毎に、「時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合」、「過去２年間に

亘り連続して30％以上50％未満下落した場合」、「２期連続して債務超過の場合」及び「２期連続して経常損

失を計上している場合」の一つに該当した場合に行っております。またこれらに該当しない場合でも総合的な

判断のうえ減損処理を行うことがあります。

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度
（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

当事業年度
（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

52,300 18,331 1,617 － － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 154,453 214,953
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（持分法損益等）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 796.32円

１株当たり当期純利益金額 44.87円

１株当たり純資産額 811.75円

１株当たり当期純利益金額 28.87円

　なお、潜在株式調整後１株当たり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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 168,132 108,206

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 168,132 108,206

期中平均株式数（株） 3,747,448 3,747,448

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── 自己株式の取得　

　当社は、平成20年５月15日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決

議いたしました。

(1）自己株式の取得を行う理由

企業環境の変化に対応した機動的な経営を行うため

(2）取得に係る事項の内容

①　取得対象株式の種類　　　　　　　　　　

当社普通株式

②　取得する株式の総数

250,000株（上限）

③　株式の取得価額の総額

150百万円（上限）

④　取得期間

平成20年５月16日～平成20年９月30日

⑤　取得方法

ジャスダック証券取引所における市場取引

ヤマトマテリアル株式会社（7620）平成 20 年 3 月期決算短信（非連結）

－ 20 －



５. その他
　役員の異動

（平成20年６月27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

新任取締役候補

取締役企画本部副本部長　　松崎　一夫　　（現　企画部長兼総務部長兼社長室長）
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