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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 5,621 ― 47 ― 121 ― △16 ―

20年3月期第1四半期 5,477 ― △12 ― 26 ― △120 ―

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

21年3月期第1四半期 △2.93 ―

20年3月期第1四半期 △21.26 ―

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

21年3月期第1四半期 12,995 2,993 22.7 523.91
20年3月期 14,368 3,267 22.3 576.93

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,946百万円 20年3月期  3,211百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 11,000 ― △12 ― △70 ― △60 ― △10.77

通期 22,000 △5.7 210 1,456.7 50 ― 5 ― 0.80

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  5,741,797株 20年3月期  5,741,797株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  117,366株 20年3月期  175,441株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  5,566,791株 20年3月期第1四半期  5,676,592株

                                         － 1 －
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定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における国内外経済は、原油価格の上昇、米国で発生したサブプライムローン
問題の影響等により景気の減速懸念が広まっております。
　当グループの属する関連業界におきましても、原材料価格の高騰、競合の激化、顧客の海外生産移管等に
より引続き厳しい事業環境に置かれております。
　このような状況のもと、継続的成長を目指すとともに収益を確保できる体質に事業体制を変革すべく務め
て参りました。
　その結果、売上高は56億21百万円、営業利益は47百万円、経常利益は1億21百万円、当第１四半期純損失は
16百万円となりました。 
 
　事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりです。
[合成樹脂成形関連事業] 
国内におきましては、セールスプロモーション製品や医療機器部品が好調でした。
海外におきましては、OA関連部品が好調でした。この結果、売上高は50億44百万円、営業利益は73百万円
となりました。

[物流機器関連事業] 
競合激化のなか品質及び原価の改善、拡販、経費圧縮に努めてまいりましたが、売上高は5億76百万円、営
業損失は26百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（1）資産、負債及び純資産の状況

（資産）
資産合計は129億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億73百万円減少いたしました。
これは主に、受取手形及び売掛金の減少4億74百万円、機械装置及び運搬具の減少2億76百万円、投資有価
証券の減少2億97百万円等によるものです。

（負債）
負債合計は、100億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億98百万円減少いたしました。
これは、主に支払手形及び買掛金の減少2億33百万円減少、短期借入金の減少3億34百万円、その他流動負
債の減少2億37百万円、長期借入金の減少1億79百万円等によるものです。

（純資産）
純資産は、29億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億74百万円減少いたしました。
これは、主に為替換算調整勘定の減少1億82百万円によるものです。

（2）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）
営業活動の結果得られた資金は、4億56百万円となりました。これは主に、売上債権の減少4億78百万円等
によるものです。

（投資活動によるキャッシュフロー）
投資活動の結果得られた資金は、1億57百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入
2億37百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュフロー）
財務活動の結果支出した資金は、3億94百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済2億32百万円、
社債の償還1億円等によるものです。
これらの結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に
比べ1億16百万円増加し、15億74百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想の見通しに変更はございません。
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4. その他
(1) 期中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)

　 該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法
　当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法
　当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地
棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法
　固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分
する方法によっております。
  なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算
定する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
① 連結の範囲の変更
　平成20年3月31日の解散に伴い、栃木ヤマト株式会社を当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から
除外しております。

② 持分法の適用範囲の変更
　持分法適用の関連会社でありました㈱ＹＰＫについては、平成20年5月28日付で保有株式の一部を譲渡
したことにより、持分法の適用範囲から除外しております。

③ 会計方針の変更
(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）に変更しております。
これに伴う、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はあり
ません。

(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会
平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
これに伴う、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

(3)リース取引に関する会計基準等の適用
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日
企業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平
成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計
期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産とし
て計上しております。
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
これに伴う、リース資産計上額、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響
は軽微であります。
なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,837,595 1,716,451

受取手形及び売掛金 3,798,171 4,272,872

商品及び製品 1,087,173 1,393,906

仕掛品 181,133 97,632

原材料及び貯蔵品 144,536 59,313

その他 342,009 447,654

貸倒引当金 △6,461 △5,974

流動資産合計 7,384,160 7,981,856

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,380,814 1,360,996

機械装置及び運搬具（純額） 1,884,582 2,161,104

土地 1,244,451 1,332,606

リース資産（純額） 15,004 －

建設仮勘定 6,288 80,061

その他（純額） 141,124 136,315

有形固定資産合計 4,672,267 5,071,083

無形固定資産 97,136 107,410

投資その他の資産

投資有価証券 443,007 740,718

その他 469,202 503,630

貸倒引当金 △69,934 △35,825

投資その他の資産合計 842,275 1,208,523

固定資産合計 5,611,679 6,387,016

資産合計 12,995,840 14,368,873

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,498,349 4,732,298

短期借入金 2,763,416 3,097,973

未払法人税等 85,534 55,974

賞与引当金 59,099 109,468

その他 1,035,688 1,273,548

流動負債合計 8,442,088 9,269,263

固定負債

長期借入金 969,267 1,149,162

退職給付引当金 234,474 250,409

役員退職慰労引当金 155,344 180,102

負ののれん 1,254 1,460

その他 200,002 250,502

固定負債合計 1,560,342 1,831,637

負債合計 10,002,431 11,100,901

純資産の部

株主資本

資本金 772,573 772,573

資本剰余金 630,122 630,122

利益剰余金 1,636,444 1,745,989

自己株式 △22,300 △38,003

株主資本合計 3,016,840 3,110,682

評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金 96,335 87,342

繰延ヘッジ損益 △335 △3,364

為替換算調整勘定 △166,148 16,711

評価・換算差額等合計 △70,148 100,690

少数株主持分 46,716 56,600

純資産合計 2,993,408 3,267,972

負債純資産合計 12,995,840 14,368,873
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 5,621,107

売上原価 4,905,873

売上総利益 715,233

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 151,241

給料及び賞与 205,341

賞与引当金繰入額 25,184

退職給付費用 12,094

貸倒引当金繰入額 34,595

その他 239,490

販売費及び一般管理費合計 667,948

営業利益 47,285

営業外収益

受取利息 251

受取配当金 3,323

負ののれん償却額 205

持分法による投資利益 59,038

受取手数料 30,000

その他 21,712

営業外収益合計 114,531

営業外費用

支払利息 31,022

その他 9,313

営業外費用合計 40,336

経常利益 121,480

特別利益

固定資産売却益 430

特別利益合計 430

特別損失

固定資産除却損 373

投資有価証券売却損 37,433

特別損失合計 37,806

税金等調整前四半期純利益 84,104

法人税、住民税及び事業税 71,363

法人税等調整額 30,773

法人税等合計 102,136

少数株主損失（△） △1,699

四半期純損失（△） △16,332
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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）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 84,104

減価償却費 143,525

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,826

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,595

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,368

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,758

受取利息及び受取配当金 △3,574

支払利息 31,022

為替差損益（△は益） 1,439

投資有価証券売却損益（△は益） 37,433

売上債権の増減額（△は増加） 478,668

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,308

仕入債務の増減額（△は減少） △26,683

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,526

割引手形の増減額（△は減少） △224,467

前払年金費用の増減額（△は増加） 7,696

その他 16,761

小計 534,352

利息及び配当金の受取額 3,574

利息の支払額 △41,049

法人税等の支払額 △40,801

営業活動によるキャッシュ・フロー 456,075

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 △5,050

投資有価証券の売却による収入 237,130

有形固定資産の取得による支出 △173,565

有形固定資産の売却による収入 73,780

保険積立金の解約による収入 40,309

長期前払費用の取得による支出 △14,329

貸付けによる支出 △1,590

貸付金の回収による収入 1,191

その他 △398

投資活動によるキャッシュ・フロー 157,477

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） △81,514

長期借入れによる収入 35,800

長期借入金の返済による支出 △232,219

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の処分による収入 16

配当金の支払額 △16,872

財務活動によるキャッシュ・フロー △394,790

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,094

現金及び現金同等物の期首残高 1,458,205

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,574,299
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ヤマト・インダストリー㈱（7886）平成21年3月期 第1四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第1四半期連結会計期間（自 平成20年4月1日  至 平成20年6月30日）
該当事項なし
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(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）

合成樹脂成形
関連事業
(千円)

物流機器
関連事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

　 売上高

　(1) 外部顧客に対する売上高 5,044,412 576,694 5,621,107 ─ 5,621,107

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─

計 5,044,412 576,694 5,621,107 ─ 5,621,107

　 営業利益又は営業損失(△) 73,520 △ 26,234 47,285 ─ 47,285

(注) １ 事業区分は製品の種類、性質、製造方法を考慮し、合成樹脂成形品、物流機器に区分しております。

 ２ 各事業の主要な製品

   (1) 合成樹脂成形関連事業………OA機器部品、家電部品、セールスプロモーション製品、住設機器、

                                 自動車用品、家庭用品、医療機器部品、情報通信関連用品

   (2) 物流機器関連事業……………物流機器(コンビテナー)       

３ 「定性的情報・財務諸表等」4.その他(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等

の変更③会計方針の変更(3)に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正 平成19年3月30日 企業会計基準第13号）および「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正 平成19年3月30日 企

業会計基準適用指針第16号）を早期に適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微で

あります。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）

日本
(千円)

タイ
(千円)

中国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

　 売上高

　(1) 外部顧客に

　 対する売上高
3,467,132 558,059 1,595,914 5,621,107 ─ 5,621,107

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
41,198 31,161 77,211 149,571 (149,571) ─

計 3,508,330 589,221 1,673,126 5,770,678 (149,571) 5,621,107

　 営業利益又は営業損失(△) 44,410 △23,559 10,033 30,885 16,400 47,285

   (注)「定性的情報・財務諸表等」4.その他(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変

更③会計方針の変更(3)に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正 平成19年3月30日 企業会計基準第13号）および「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正 平成19年3月30日 企業会計基準適

用指針第16号）を早期に適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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【海外売上高】

当第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）

中国 タイ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,603,788 558,059 2,161,848

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 5,621,107

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合(％)
28.5 9.9 38.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第1四半期連結会計期間（自 平成20年4月1日  至 平成20年6月30日）
  該当事項なし
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

金　　　　　額

Ⅰ 売上高 5,477,186

Ⅱ 売上原価 4,904,423

売上総利益 572,762

Ⅲ 販売費及び一般管理費 584,929

営業損失 12,166

Ⅳ 営業外収益 79,506

Ⅴ 営業外費用 40,815

経常利益 26,525

Ⅵ 特別利益 4,406

Ⅶ 特別損失 184,901

1 役員退職慰労金 30,630

2 役員退職慰労金繰入 153,990

3　その他 281

税金等調整前四半期純損失 153,969

法人税、住民税及び事業税 22,519

法人税等調整額 △52,767

少数株主損失 △3,013

四半期純損失 120,707

(単位：千円）

 科　　　　   　目
至　平成19年6月30日）

前第１四半期連結累計期間

(自　平成19年4月1日
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「参考資料」

(要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

金　　　　　額

Ⅰ

1 税金等調整前四半期純損失 △ 153,969

2 減価償却費 165,082

3 負ののれん償却 △ 273

4 引当金の増減額（△は減少） △ 37,684

5 受取利息及び受取配当金 △ 6,572

6 支払利息 27,523

7 為替差損 1,862

8 売上債権の増減額(増△) 191,333

9 たな卸資産の増加額 △ 228,886

10 仕入債務の増減額(減△) △ 330,468

11 未払消費税等の増減額(減△) △ 8,037

12 割引手形の減少額 △ 247,641

13 その他 538,257

　小　　　計　　 △ 89,473

14 利息及び配当金の受取額 6,572

15 利息の支払額 △ 25,645

16 法人税等の支払額 △ 21,925

△ 130,473

Ⅱ

1 定期預金の払戻による入金 1,038

2 定期預金の預入による支出 △ 4,850

3 投資有価証券の取得による支出 △ 10,940

4 有形固定資産の取得による支出 △ 541,716

5 有形固定資産の売却による収入 225,831

6 その他の投資等の返還による収入 12,699

7 その他の投資等の取得による支出 △ 81,107

8 貸付金の回収による収入 1,113

9 その他 △ 16,104

△ 414,036

Ⅲ

1 短期借入金の純増加額 363,744

2 長期借入による収入 411,619

3 長期借入金の返済による支出 △ 231,242

4 自己株式の取得による支出 △ 117

5 配当金の支払額 △ 28,675

515,328

Ⅳ 8,552

Ⅴ △ 20,629

Ⅵ 1,401,486

Ⅶ 1,380,856

(単位：千円）

営業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

投資活動によるキャッシュ･フロー

 科　　　　   　目

前第１四半期連結累計期間

(自　平成19年4月1日

財務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

営業活動によるキャッシュ･フロー

至　平成19年6月30日）

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増加額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の四半期末残高
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