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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 11,596 2.1 232 △8.0 238 △12.2 △104 ―

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 △28.17 ― △3.6 3.2 2.0
20年3月期 28.87 ― 3.6 3.6 2.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △49百万円 20年3月期  2百万円

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 7,501 2,855 38.1 767.09
20年3月期 7,414 3,041 41.0 811.75

（参考） 自己資本   21年3月期  2,855百万円 20年3月期  3,041百万円

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

21年3月期 443 173 △63 1,964
20年3月期 △420 △90 6 1,410

2.  配当の状況 

（注） 21年3月期期末配当金の内訳 記念配当 2円50銭 

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） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50 46 43.3 1.6
21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 55 ― 1.9

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 12.50 12.50 38.8

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

5,650 △8.5 120 △19.7 130 △19.0 65 △24.1 17.40

通期 11,100 △4.3 220 △5.3 230 △3.6 120 ― 32.20
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、17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） 

（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、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  27,346株 20年3月期  2,552株

※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、世界的な金融不安を背景に原油・原材料価格の高騰により企業収益が悪化し

景気減速局面となるなか、９月には米国大手証券会社の経営破綻を契機に全世界で一斉に株価が暴落したことから

世界同時不況が引き起こされ、自動車産業を中心とした製造業全般で大幅な減産を強いられたことにより雇用状況

は大幅に悪化し、消費動向も一層低迷して、「百年に一度の経済危機」とまで言われるような厳しい状況となりま

した。

　容器業界におきましては、雇用環境の悪化に伴い、食料品や生活必需品においても消費者の生活防衛意識が強ま

り消費マインドが冷え込んで、いわゆる「内食化」傾向が進みましたが、その需要に対応して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、年度後半に入り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、厳しい状況で推移しております。

　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

した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、昨年12月には、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、当事業年度の業績は、年度末にかけてやや減速傾向が見られるものの全体としてはほぼ順調に推移し、

売上高は115億96百万円（前期比2.1％増）、営業利益は2億32百万円（同8.0％減）、経常利益は2億38百万円（同

12.2％減）を計上しましたが、前述の退職給付費用の他、役員退職慰労金、関係会社株式評価損等の特別損失3億37

百万円の計上により、最終損益は当期純損失1億4百万円（前期は当期純利益1億8百万円）の計上となりました。

　部門別の業績は次のとおりであります。

　容器部門は、新規に注力しているガロンボトル及びウオーターサーバー等の水関連商材が好調に推移し、既存分

野の商品についても、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な推進により堅調に推移したこと

から、当事業年度の売上高は94億51百万円（前期比4.4％増）となりました。

　エレクトロニクス関連部門は、年度後半からの各社生産調整が大きく影響し、ソケット、プラスチック成型品、

基板等の安定的な収益の見込める商材が前年実績に及ばなかったことから、当事業年度の売上高は21億44百万円（同

7.1％減）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、景気動向はきわめて不透明であり、回復傾向に転ずる見通しは立ちにくい状況

で、厳しい外部環境が続くことが予想されます。

　このようななか、当社といたしましては、現在注力している水関連事業を安定的な収益基盤として確立すること

を中心に、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。

　次期の業績については、厳しい外部環境の影響を勘案し、売上高111億円（前期比4.3％減）を見込み、利益面に

おいても同様の影響から、営業利益2億20百万円（同5.3％減）、経常利益2億30百万円（同3.6％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、当期純利益は1億20百万円（前期は当期純損失1億4百

万円）の計上を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　①　資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度末における総資産は75億1百万円と前事業年度末に比べ、86百万円増加いたしました。これは主に、

現金及び預金が3億54百万円増加し、売掛金が2億86百万円減少したこと等によるものです。

　また、負債は46億46百万円と前事業年度末に比べ、2億73百万円増加いたしました。これは主に、退職給付引当

金が110百万円、役員退職給付引当金が190百万円増加したこと等によるものです。

　純資産については28億55百万円と、前事業年度末に比べ1億86百万円減少いたしました。これは主に、当期純損

失の計上等により繰越利益剰余金が1億91百万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38.1％となりました。
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　②　キャッシュ・フローの状況

　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、営業活動で4億43百万円の収入となったこ

とに加え、定期預金の払戻による収入2億円など投資活動でも1億73百万円の収入となったことなどから、前事業年

度末に比べて5億54百万円増加し、当事業年度末には19億64百万円となりました。

　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獲得した資金は4億43百万円（前年同期は資金の使用4億20百万円）となりま

した。

　これは主に、税引前当期純損失として99百万円を計上したものの、減価償却費や引当金の増加額など資金移動を

伴わないものの影響が大きかったこと、及び売上債権の減少額が仕入債務の減少額を上回ったことなどによるもの

であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において投資活動の結果獲得した資金は1億73百万円（前年同期は資金の使用90百万円）となりました。

　これは主に、定期預金の払戻2億円、貸付金の回収27百万円、受取賃貸料22百万円等の収入があったことに対し、

有形固定資産の取得で77百万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使用した資金は63百万円（前年同期は資金の獲得6百万円）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9百万円及び利息の支払額6百万円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19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

 自己資本比率（％） 38.3 41.0 38.1

 時価ベースの自己資本比率（％） 26.9 19.2 13.5

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 54.5 － 94.7

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 123.9 － 64.1

 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銭に、会社設立60周年記念配当２円50銭を加え、合計

15円とさせていただきたく第65期定時株主総会にて提案予定であります。

　次期（平成22年3月期）につきましては、上記方針より、1株当たりにつき、普通配当12円50銭を予定しておりま

す。

２．企業集団の状況

　最近の有価証券報告書（平成20年６月30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。
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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/
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,760,639 3,114,736

受取手形 ※5  897,533 ※5  808,292

売掛金 ※5  2,008,868 ※5  1,722,651

商品 145,620 －

製品 4,955 －

商品及び製品 － 150,385

原材料 564 －

貯蔵品 4,608 －

原材料及び貯蔵品 － 3,659

前渡金 69,233 128,136

前払費用 20,420 20,509

リース投資資産 － 8,847

繰延税金資産 33,956 44,425

未収入金 ※2  212,181 ※2  240,503

その他 1,069 1,122

貸倒引当金 △8,414 △4,432

流動資産合計 6,151,237 6,238,838

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1, ※4  155,397 ※1, ※4  163,225

減価償却累計額 △101,125 △107,960

建物（純額） ※1, ※4  54,272 ※1, ※4  55,264

構築物 32,235 32,235

減価償却累計額 △29,264 △29,742

構築物（純額） 2,971 2,493

機械及び装置 223,326 159,066

減価償却累計額 △157,599 △125,093

機械及び装置（純額） 65,726 33,973

車両運搬具 7,403 16,423

減価償却累計額 △6,690 △10,731

車両運搬具（純額） 712 5,691

工具、器具及び備品 347,935 404,204

減価償却累計額 △294,844 △350,354

工具、器具及び備品（純額） 53,090 53,849

土地 ※1, ※3  174,347 ※1, ※3  174,347

有形固定資産合計 351,120 325,621

無形固定資産   

商標権 330 290
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

ソフトウエア 29,216 24,836

その他 1,110 1,110

無形固定資産合計 30,656 26,236

投資その他の資産   

投資有価証券 226,733 194,179

関係会社株式 109,000 40,203

出資金 400 400

長期貸付金 127,750 100,750

破産更生債権等 4,367 17,294

繰延税金資産 175,373 310,604

保険積立金 139,279 149,250

再評価に係る繰延税金資産 ※3  32,254 ※3  32,254

リース投資資産 － 11,796

その他 75,867 71,958

貸倒引当金 △9,052 △17,455

投資その他の資産合計 881,974 911,237

固定資産合計 1,263,751 1,263,095

資産合計 7,414,988 7,501,933

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※5  2,144,899 ※5  1,908,084

買掛金 ※5  1,195,397 ※5  1,041,186

短期借入金 ※1  420,000 ※1  420,000

未払金 22,495 42,412

未払費用 23,454 26,623

未払法人税等 46,753 86,476

未払消費税等 12,112 15,723

前受金 1,277 289,528

預り金 5,118 5,854

賞与引当金 63,928 72,486

役員賞与引当金 10,825 11,100

その他 1,605 1,603

流動負債合計 3,947,868 3,921,079

固定負債   

退職給付引当金 128,406 238,431

役員退職慰労引当金 294,342 484,402

その他 2,400 2,400

固定負債合計 425,148 725,233

負債合計 4,373,016 4,646,313
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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   

資本準備金 279,820 279,820

資本剰余金合計 279,820 279,820

利益剰余金   

利益準備金 83,607 83,607

その他利益剰余金   

別途積立金 2,110,000 2,150,000

繰越利益剰余金 286,295 94,463

利益剰余金合計 2,479,903 2,328,070

自己株式 △1,902 △11,082

株主資本合計 3,092,250 2,931,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,263 △28,603

土地再評価差額金 ※3  △47,014 ※3  △47,014

評価・換算差額等合計 △50,278 △75,618

純資産合計 3,041,972 2,855,619

負債純資産合計 7,414,988 7,501,933
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 11,209,996 ※1  11,413,997

製品売上高 150,175 182,290

売上高合計 11,360,172 11,596,287

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 87,676 145,620

当期商品仕入高 9,836,734 ※1  9,986,825

合計 9,924,411 10,132,446

商品期末たな卸高 145,620 145,374

商品売上原価 9,778,790 ※2  9,987,071

製品売上原価   

製品期首たな卸高 5,169 4,955

当期製品製造原価 130,534 144,069

合計 135,704 149,025

製品期末たな卸高 4,955 5,011

製品売上原価 130,748 144,014

売上原価合計 9,909,539 10,131,086

売上総利益 1,450,632 1,465,201

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 21,919 19,038

広告宣伝費 18,371 17,823

貸倒引当金繰入額 236 8,761

役員報酬 117,945 127,575

給料 331,988 336,848

賞与 69,749 78,707

賞与引当金繰入額 61,671 69,991

役員賞与引当金繰入額 10,825 11,100

退職給付費用 32,289 37,926

役員退職慰労引当金繰入額 50,821 19,060

法定福利費 54,430 60,745

旅費及び交通費 65,824 68,253

地代家賃 76,670 90,267

減価償却費 98,574 75,385

その他 186,950 211,488

販売費及び一般管理費合計 1,198,268 1,232,972

営業利益 252,363 232,228
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 8,693 8,902

受取配当金 9,891 4,943

受取賃貸料 22,044 22,044

受取補償金 340 2,801

その他 2,080 2,744

営業外収益合計 43,051 41,436

営業外費用   

支払利息 6,518 7,010

賃貸収入原価 ※3  12,661 ※3  11,316

支払補償費 400 14,248

売上割引 2,112 2,239

その他 2,089 225

営業外費用合計 23,782 35,041

経常利益 271,632 238,624

特別利益   

固定資産売却益 ※4  131 ※4  61

特別利益合計 131 61

特別損失   

固定資産売却損 ※5  7,111 －

固定資産除却損 ※6  2,246 ※6  34

投資有価証券評価損 49,752 －

退職給付費用 － 97,921

役員退職慰労引当金繰入額 － 171,000

関係会社株式評価損 － 68,796

その他 1,175 231

特別損失合計 60,286 337,983

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 211,478 △99,297

法人税、住民税及び事業税 115,653 144,207

法人税等調整額 △12,381 △138,515

法人税等合計 103,271 5,692

当期純利益又は当期純損失（△） 108,206 △104,989
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 334,430 334,430

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 334,430 334,430

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 279,820 279,820

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 279,820 279,820

資本剰余金合計   

前期末残高 279,820 279,820

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 279,820 279,820

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 83,607 83,607

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 83,607 83,607

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,070,000 2,110,000

当期変動額   

別途積立金の積立 40,000 40,000

当期変動額合計 40,000 40,000

当期末残高 2,110,000 2,150,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 264,932 286,295

当期変動額   

剰余金の配当 △46,843 △46,843

別途積立金の積立 △40,000 △40,000

当期純利益又は当期純損失（△） 108,206 △104,989

当期変動額合計 21,363 △191,832

当期末残高 286,295 94,463

利益剰余金合計   

前期末残高 2,418,539 2,479,903
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △46,843 △46,843

別途積立金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 108,206 △104,989

当期変動額合計 61,363 △151,832

当期末残高 2,479,903 2,328,070

自己株式   

前期末残高 △1,902 △1,902

当期変動額   

自己株式の取得 － △9,179

当期変動額合計 － △9,179

当期末残高 △1,902 △11,082

株主資本合計   

前期末残高 3,030,887 3,092,250

当期変動額   

剰余金の配当 △46,843 △46,843

当期純利益又は当期純損失（△） 108,206 △104,989

自己株式の取得 － △9,179

当期変動額合計 61,363 △161,012

当期末残高 3,092,250 2,931,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 286 △3,263

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,549 △25,339

当期変動額合計 △3,549 △25,339

当期末残高 △3,263 △28,603

土地再評価差額金   

前期末残高 △47,014 △47,014

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △47,014 △47,014

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △46,728 △50,278

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,549 △25,339

当期変動額合計 △3,549 △25,339

当期末残高 △50,278 △75,618
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 2,984,158 3,041,972

当期変動額   

剰余金の配当 △46,843 △46,843

当期純利益又は当期純損失（△） 108,206 △104,989

自己株式の取得 － △9,179

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,549 △25,339

当期変動額合計 57,813 △186,352

当期末残高 3,041,972 2,855,619
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 211,478 △99,297

減価償却費 106,261 83,752

有形固定資産除却損 2,246 34

投資有価証券評価損益（△は益） 49,752 －

関係会社株式評価損 － 68,796

その他の特別損益（△は益） － 231

長期前払費用償却額 574 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,361 8,557

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △975 275

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,630 110,025

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 41,151 190,060

貸倒引当金の増減額（△は減少） 236 4,421

受取利息及び受取配当金 △18,585 △13,846

支払利息 6,518 7,010

有形固定資産売却益 △131 －

有形固定資産売却損 1,221 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △61

無形固定資産売却損益（△は益） 5,889 －

保険解約損益（△は益） 1,175 －

その他営業外収益 △22,044 －

その他営業外費用 12,661 －

その他の営業外損益（△は益） － △10,719

売上債権の増減額（△は増加） △46,794 634,861

破産更生債権等の増減額（△は増加） 26 △12,927

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,356 1,703

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,780 2,536

仕入債務の増減額（△は減少） △581,752 △449,929

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,728 23,123

小計 △293,684 548,607

法人税等の支払額 △127,007 △105,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △420,691 443,606
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △400,000 －

定期預金の払戻による収入 500,000 200,000

利息及び配当金の受取額 17,284 14,610

有形固定資産の取得による支出 △85,231 △77,957

有形固定資産の売却による収入 2,155 1,490

賃貸原価に伴なう支出 △2,844 △2,091

投資不動産の賃貸による収入 22,588 22,044

投資有価証券の取得による支出 △120 △3,708

投資有価証券の売却による収入 2,000 3,755

関係会社株式の取得による支出 △60,500 －

貸付けによる支出 △60,000 －

貸付金の回収による収入 7,250 27,000

その他の支出 △48,760 △12,049

その他の収入 15,740 426

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,437 173,520

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） 60,000 －

利息の支払額 △6,902 △6,918

自己株式の取得による支出 － △9,179

配当金の支払額 △46,845 △46,922

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,252 △63,020

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △504,876 554,097

現金及び現金同等物の期首残高 1,915,515 1,410,639

現金及び現金同等物の期末残高 1,410,639 1,964,736
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（５）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（６）重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

(1) 関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用

しております。

(2) その他有価証券

　時価のあるもの

同左

  時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

　時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品、製品、原材料

……移動平均法による原価法

(1) 商品、製品、原材料

　移動平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

(2) 貯蔵品

……最終仕入原価法

(2) 貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より「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日公表分）を適用しております。

　これにより、営業利益及び経常利益はそ

れぞれ9,005千円減少しております。

－ 1 －



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

３．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（リース資産を除く）

　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　　　　　　５～10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。

　機械及び装置　　　　　　６～10年

　工具・器具及び備品　　　２～20年

（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（リース資産を除く）

同左

────── (3) リース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

  なお、当事業年度において該当する資

産はありません。　

  また、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

同左

－ 2 －



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当期に対応する負担額を

計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

 

 

(3)役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上してお

ります。

(3)役員賞与引当金

　             同左

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

　過去勤務債務は、発生年度において費

用処理しております。

　（追加情報）

　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するとと

もに退職金支給規程を一部改定し、「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。

　当該改定に伴い発生した過去勤務債務
は、特別損失として97,921千円を一括計
上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

役員退職慰労金取扱内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

　             同左

６．収益及び費用の計上基準 ────── ファイナンス・リース取引に係る収益の計

上基準

　リース料受取時に受取賃貸料と賃貸収入

原価を計上する方法によっております。

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっております。

      ──────

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の処理方法

同左
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（７）会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　　　　　　　　　────── （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

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、引き続き通常

の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。

　これにより、経常利益は1,072千円減少し、税引前当期

純損失は1,072千円増加しております。

（８）表示方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書）

１．前期の営業活動によるキャッシュ・フローの「有形固

定資産売却益」及び「有形固定資産売却損」は、ＥＤＩ

ＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い、「有形固定資産売却損

益（△は益）」として一括して掲記しております。

　　なお、当期の「有形固定資産売却益」は61千円、

「有形固定資産売却損」はありません。

２．前期の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他

営業外収益」及び「その他営業外費用」は、ＥＤＩＮＥ

ＴへのＸＢＲＬ導入に伴い、「その他の営業外損益（△

は益）」として一括して掲記しております。

　　なお、当期の「その他営業外収益」は△22,048千円、

「その他営業外費用」は13,936千円であります。
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（９）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21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 2,630千円

土地 134,745千円

計 137,376千円

建物 2,418千円

土地 134,745千円

計 137,163千円

　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　　　　　　　　　　　　 　　 209,986千円

※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　　　　　　　　　　　　 　　 219,489千円

※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．                 同左

　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

※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） 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

流動資産

受取手形（千円） 12,680

売掛金（千円） 2,736

流動負債

支払手形（千円） 26,657

買掛金（千円） 7,293
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── ※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への売上高　　　　　　　 74,983千円

関係会社からの仕入高　　　　　  142,931千円

────── ※２　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,005千円

※３　賃貸収入原価のうち主なものは次のとおりでありま

す。

※３　賃貸収入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 10,017千円

租税公課 1,857千円

減価償却費 8,646千円

租税公課 1,748千円

※４　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。

※４　固定資産売却益は、機械及び装置61千円の売却益で

あります。

※５　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。

※５　　　　　　　　──────

※６　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。

※６　固定資産除却損は、機械及び装置34千円の除却損で

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
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(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

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21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 24,794 － 27,346

合計 2,552 24,794 － 27,346

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20年６月27日

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

（決議予定）
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21年６月29日

定時株主総会
普通株式 55,839  利益剰余金 15.00 平成21年３月31日 平成21年６月30日

注）１株当たり配当額には、会社設立60周年記念配当２円50銭を含んでおります。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定 3,114,736千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,150,000千円

現金及び現金同等物 1,964,736千円

（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、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20年３月31日） 当事業年度（平成21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 16,185 18,663 2,478 16,533 18,563 2,029

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 16,185 18,663 2,478 16,533 18,563 2,029

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1) 株式 58,291 53,290 △5,000 61,668 32,577 △29,090

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 51,805 48,825 △2,980 48,050 37,085 △10,965

小計 110,096 102,115 △7,980 109,718 69,662 △40,056

合計 126,282 120,779 △5,502 126,252 88,226 △38,026

　（注）  前事業年度において、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．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20年３月31日）

当事業年度
（平成21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 214,953 146,157

　（注）　当事業年度において、その他有価証券で時価のない株式について68,796千円の減損処理を行っております。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度並びに厚生年金基金制度を併用しております。

　なお、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、同時に退職金支給規程の一部を改

定いたしました。

　要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在）

年金資産の額 30,237百万円

年金財政計算上の給付債務の額 41,271百万円

差引額 △11,034百万円

(2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自平成19年４月1日　至平成20年３月31日）

1.31％

(3）補足説明

　上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高7,454百万円であります。本制度における過

去勤務債務の償却方法は期間17年の元利均等償却であり、当社は、当期の財務諸表上、特別掛金９百万円を費用処理

しております。

　なお、上記(2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
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２．退職給付債務に関する事項

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

退職給付債務（千円） 128,406 238,431

(1) 退職給付引当金（千円） 128,406 238,431

　（注）1. 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

2. 退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行及び退職金支給規程の一部改定に伴う影響額は、次のとお

りであります。

退職給付債務の増加 97,921千円

未認識過去勤務債務 －　千円

（差引）退職給付債務の増加 97,921千円

３．退職給付費用に関する事項

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

　　退職給付費用（千円） 33,023 137,040

　　(1) 勤務費用（千円） 33,023 39,118

　　(2) 過去勤務債務の費用処理額（千円） － 97,921

　（注）1. 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

2. 退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行及び退職金支給規程の一部改定に伴い発生した過去勤務債

務は、97,921千円 を特別損失として一括計上しております。

４．厚生年金基金制度における年金資産の額

　当社が採用している東日本硝子業厚生年金基金については、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算する

ことができないため、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。

　なお、掛金拠出割合により計算した平成20年３月31日における年金資産の額は、395,225千円（平成19年３月31日に

おける年金資産の額434,573千円）であります。

（持分法損益等）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 109,000

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 105,730

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 2,628

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 40,203

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 50,400

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） △49,903
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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

１株当たり純資産額 767.09円

１株当たり当期純損失金額 △28.17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、１株当たり当期純損失であり、また、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19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 108,206 △104,989

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又は当期純損失

（△）（千円）
108,206 △104,989

期中平均株式数（株） 3,747,448 3,726,506

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

自己株式の取得　

　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

第１項の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその

具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下

のとおり実施いたしました。

(1）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①　取得する株式の種類　　　　　　　　　　

当社普通株式

②　取得する株式の総数

250,000株（上限）

④　取得する期間

平成20年５月16日～平成20年９月30日

③　取得価額の総額

150,000千円（上限）

⑤　取得の方法

ジャスダック証券取引所における市場取引

(2）その他

　当期間（平成20年５月16日～平成20年６月30日）にお

いては、当社普通株式24,000株（取得価額8,890千円）

を取得いたしました。

                    ──────　
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５．その他

役員の異動

　平成21年３月11日付「代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ」及び平成21年４月21日付「社外取締役の候補者

選任に関するお知らせ」にて開示のとおりです。

（平成21年６月29日付予定）

①　代表者の異動

新任代表取締役候補

代表取締役会長　　　森川　智　　　　（現　取締役（経営企画管掌））

退任予定代表取締役

森川　巽　　　（現　代表取締役会長）（退任後は、最高顧問に就任予定）

②　その他の役員の異動

新任取締役候補

取締役容器事業本部アクア営業部長　　飯塚　寿夫　　（現　容器事業本部アクア営業部長）

取締役（社外）　　　小寺　義信　　　（現　みずほスタッフ株式会社代表取締役社長）

退任予定取締役

青木　良夫　　（現　専務取締役（営業管掌））（退任後は、特別顧問に就任予定）

上原　知男　　（現　取締役（社外））

－ 11 －


	ヤマトマテリアル㈱（7620）平成21年3月期決算短信（非連結）: ヤマトマテリアル㈱（7620）平成21年3月期決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -
	- 26 -: - 26 -
	- 27 -: - 27 -


