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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 9,092 ― 218 ― 226 ― 55 ―

20年3月期第3四半期 8,540 4.2 191 △19.4 200 △16.9 104 △32.6

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3四半期 14.99 ―

20年3月期第3四半期 27.86 ―

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3四半期 8,154 3,032 37.2 814.48
20年3月期 7,414 3,041 41.0 811.75

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,032百万円 20年3月期  3,041百万円

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 ― 0.00 ― 12.50 12.50
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.50 12.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 11,450 0.8 230 △8.7 240 △11.4 80 △25.9 21.30

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

（注）詳細は、3ページ 定性的情報・財務諸表等 4．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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、3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) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期  3,750,000株 20年3月期  3,750,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  27,346株 20年3月期  2,552株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  3,727,767株 20年3月期第3四半期  3,747,448株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料に記載されている内容で歴史的事実でないものは、現時点において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。 
実際の業績等は主要市場の経済状況や為替相場の変動等の様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 
2. 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国大手投資銀行等の破綻をはじめとした金融市場の混乱が実体経

済にも波及し、株価の大幅な下落や急激な円高から企業収益の減速感が強まり、雇用環境の急速な悪化は社会的な問

題にまで発展するなど、景気は一気に後退局面へと転じております。

　容器業界におきましては、雇用環境の悪化に伴う個人消費の冷え込みの影響が徐々に表れつつあり、景況感は確実

に後退しつつ、厳しい状況で推移しております。

　エレクトロニクス業界におきましても、大手メーカー各社が一斉に生産調整に入っており、設備投資意欲は急速に

減退して先行きが極めて不透明な状況となりつつあります。

　このような状況のなか当社では、昨年12月に会社設立60周年を迎え、「マテリアルイノベーション」をテーマとし

て、収益基盤の強化拡充に向けた新規商材・マーケットの開拓への取り組みを積極的に進めております。また、あわ

せて組織・人材の強化にも取り組んでおり、当第３四半期においては、従業員の士気向上による活力ある組織体制の

構築を目指して退職給付制度の改定を実施いたしました。

　この結果、当第３四半期累計期間においては、会計期間末にかけて減速傾向が見られたものの全体としては順調に

推移し、売上高は9,092百万円（前年同期比6.5％増）、営業利益は218百万円（同14.4％増）、経常利益は226百万円

（同12.9％増）を計上しましたが、退職給付費用その他の特別損失110百万円の計上により四半期純利益は55百万円

（同46.5％減）となりました。

　部門別においては、両部門ともに全体としてはおおむね堅調に推移し、容器部門は7,412百万円（前年同期比6.1％

増）、エレクトロニクス関連部門は1,680百万円（同8.1％増）の売上高となりました。

　（なお、前年同期比増減率については、適用する会計基準が異なるものとの比較となるため、参考情報として記載

しております。）

２．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

　当第３四半期末における総資産は8,154百万円と前事業年度末に比べ、739百万円増加いたしました。これは主に、

現金及び預金が663百万円、商品が56百万円増加したこと等によるものです。

　また、負債は5,122百万円と前事業年度末に比べ、749百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛

金が505百万円、退職給付引当金が103百万円増加したこと等によるものです。

　純資産については3,032百万円と、前事業年度末に比べ9百万円減少いたしました。これは、主にその他有価証券

評価差額金が9百万円減少したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は前事業年度末の41.0％から

37.2％となりました。

　（2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動の結果706百万円の収

入を得たことなどから、結果として663百万円増加して2,073百万円となりました。

当第３四半期累計期間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）

　当第３四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は706百万円となりました。

　これは主に、当第３四半期末日が金融機関の休日であったこと等もあり仕入債務が469百万円増加し、売上債権が

98百万円減少したことに加え、税引前四半期純利益115百万円を計上したことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は17百万円となりました。

　これは主に、金型等有形固定資産の取得による支出23百万円、その他9百万円の支出に対し、貸付金の回収20百万

円、受取賃貸料16百万円、利息及び配当金11百万円の収入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）

　当第３四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は61百万円となりました。

　これは、配当金の支払額46百万円、自己株式の取得9百万円と利息の支払額5百万円の支出によるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

　業績の進捗状況につきましては、第３四半期累計期間においては当初見込みより順調に推移しているものの、昨年

10月以降の急速な景況感の悪化から今後の当社業績についても先行き不透明な状況となっています。よってこれらの

要素を勘案した結果、通期の見通しにつきましては、平成20年11月18日付業績予想修正にて公表いたしました予想数

値から変更はありません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　棚卸資産の評価方法、経過勘定項目の算定方法及び繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法に簡便な会計処理

を、税金費用の計算について四半期財務諸表の作成に特有の会計処理を適用しております。

（２）四半期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

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従

い四半期財務諸表を作成しております。

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更について）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりました

が、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。この変更に伴う当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。

（追加情報）

（退職給付制度の一部変更について）

　当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成20年12月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。本移行

に伴う影響額は、当第３四半期累計期間の特別損失として97百万円計上されております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,423,681 2,760,639

受取手形及び売掛金 2,931,789 2,906,401

商品 202,005 145,620

製品 5,052 4,955

原材料 912 564

その他 391,694 341,471

貸倒引当金 △12,013 △8,414

流動資産合計 6,943,123 6,151,237

固定資産   

有形固定資産 339,130 351,120

無形固定資産 26,493 30,656

投資その他の資産 845,835 881,974

固定資産合計 1,211,460 1,263,751

資産合計 8,154,583 7,414,988

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,846,276 3,340,296

短期借入金 420,000 420,000

未払法人税等 4,779 46,753

賞与引当金 37,916 63,928

役員賞与引当金 8,325 10,825

その他 261,415 66,064

流動負債合計 4,578,713 3,947,868

固定負債   

退職給付引当金 232,004 128,406

役員退職慰労引当金 309,456 294,342

その他 2,400 2,400

固定負債合計 543,860 425,148

負債合計 5,122,574 4,373,016
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 334,430 334,430

資本剰余金 279,820 279,820

利益剰余金 2,488,941 2,479,903

自己株式 △11,082 △1,902

株主資本合計 3,092,109 3,092,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,085 △3,263

土地再評価差額金 △47,014 △47,014

評価・換算差額等合計 △60,100 △50,278

純資産合計 3,032,008 3,041,972

負債純資産合計 8,154,583 7,414,988
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 9,092,467

売上原価 7,951,636

売上総利益 1,140,830

販売費及び一般管理費 922,235

営業利益 218,595

営業外収益  

受取利息 6,998

受取配当金 4,695

受取賃貸料 16,533

その他 4,762

営業外収益合計 32,991

営業外費用  

支払利息 5,420

賃貸収入原価 7,153

支払補償費 10,258

その他 1,887

営業外費用合計 24,719

経常利益 226,866

特別損失  

退職給付費用 97,742

固定資産除却損 34

投資有価証券評価損 12,892

その他 231

特別損失合計 110,899

税引前四半期純利益 115,966

法人税、住民税及び事業税 60,085

四半期純利益 55,881
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 115,966

減価償却費 55,458

引当金の増減額（△は減少） 102,450

受取利息及び受取配当金 △11,694

支払利息 5,420

売上債権の増減額（△は増加） 98,740

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,059

仕入債務の増減額（△は減少） 469,306

その他 32,566

小計 812,155

法人税等の支払額 △105,464

営業活動によるキャッシュ・フロー 706,691

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △23,832

投資不動産の賃貸による収入 16,533

投資有価証券の取得による支出 △90

投資有価証券の売却による収入 2,705

貸付金の回収による収入 20,250

利息及び配当金の受取額 11,265

その他 △9,392

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,438

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △9,179

配当金の支払額 △46,708

利息の支払額 △5,171

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,059

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 663,042

現金及び現金同等物の期首残高 1,410,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,073,681

- 4 -




	ヤマトマテリアル㈱（7620）平成21年3月期第3四半期決算短信（非連結）: ヤマトマテリアル㈱（7620）平成21年3月期第3四半期決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -


