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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 54,817 1.2 3,340 △18.6 2,090 △24.3 447 △54.2
20年3月期 54,175 0.9 4,104 1.7 2,761 3.5 976 0.2

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 4.18 ― 2.4 2.3 6.1
20年3月期 9.21 ― 5.1 2.8 7.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  0百万円 20年3月期  0百万円

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 90,101 19,578 20.0 169.29
20年3月期 94,530 20,321 20.4 179.13

（参考） 自己資本   21年3月期  17,996百万円 20年3月期  19,291百万円

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 4,659 △2,156 △2,418 3,467
20年3月期 2,501 2,989 △6,154 3,383

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 ― ― ― 2.50 2.50 283 27.1 1.4
21年3月期 ― ― ― 2.50 2.50 265 59.8 1.4
22年3月期 

（予想）
― ― ― 2.50 2.50 33.2

3.  22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

28,000 0.4 1,600 △5.3 950 △12.2 300 △50.0 2.82

通期 56,000 2.2 3,600 7.8 2,300 10.0 800 79.0 7.53
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 113,441,816株 20年3月期 113,441,816株
② 期末自己株式数 21年3月期  7,135,510株 20年3月期  5,746,205株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 49,048 4.1 2,022 △10.0 1,529 △11.9 999 △2.9
20年3月期 47,122 4.2 2,247 28.4 1,735 41.6 1,028 16.4

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
円 銭 円 銭

21年3月期 9.05 ―
20年3月期 9.08 ―

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 63,838 21,645 33.9 203.61
20年3月期 66,467 22,988 34.6 202.92

（参考） 自己資本 21年3月期  21,645百万円 20年3月期  22,988百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等はさまざまな要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる事項については、3ページ「1．経営成績 (1)経営成績に関する分
析」をご覧下さい。 

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

25,000 0.7 1,000 8.1 650 △13.3 460 △1.6 4.33

通期 50,000 1.9 2,200 8.8 1,450 △5.2 1,000 0.1 9.41
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１． 経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

① 当期の概況 

イ．全般の概況 

当期におけるわが国の経済は、金融市場の混乱から世界経済が減速を強める中で輸出や設

備投資が大幅に減少し景気は急速に悪化してまいりました。今後につきましても、世界的な

金融危機の深刻化や景気の一層の下振れ懸念等により、国内外の経済動向は厳しい局面が続

くと見込まれます。 

このような状況下におきまして、当期の連結業績は、物流部門が堅調に推移し、食品部門

も黒字を維持しましたが、金融市場低迷の影響から金融・証券部門は大幅な赤字となりまし

た。売上高は、食品部門の精米販売数量の増加により、548 億 17 百万円（前期比 1.2%増）

となりましたが、営業利益は、金融・証券部門の赤字が大きく影響し 33 億 40 百万円（同 18.6%

減）となり、経常利益も 20 億 90 百万円（同 24.3%減）となりました。当期純利益は、投資

有価証券評価損 4 億 52 百万円を特別損失に計上したこと及び税金費用の増加等の要因もあ

り 4億 47 百万円（同 54.2%減）となりました。 

 

ロ．セグメント別の概況 

ⅰ．物流部門 

物流業界におきましては、世界的な景気後退の影響を受けて輸出を中心とした国際貨物輸

送量は急速に減少し、国内貨物輸送量も景気悪化による在庫調整等の影響から減少となり厳

しい状況が続きました。 

このような状況下ではありましたが、物流部門は一括受託業務が引続き堅調に推移し、海

外引越業務も順調であったことから、売上高は 187 億 78 百万円（前期比 0.3%増）となり、

営業利益も各業務における売上高の増加と共同配送の見直しによる採算向上により、21 億

30 百万円（同 12.2%増）と増収増益になりました。 

 

ⅱ．食品部門 

コメ流通業界におきましては、消費者のコメ回帰傾向により家庭でのコメの消費が増加し、

精米販売数量が増加いたしました。一方、政府による生産調整等のコメ政策を含む農政改革

の再検討が開始され、その動向によっては今後のコメの生産体制や仕入れ方法についても、

影響を受ける可能性があります。 

このような状況下で、食品部門は、同業者間では低価格米の需要はあるものの全般的な売

買は低調であったことから、玄米販売数量は 33 千玄米トン（前期比 10.1%減）となりました

が、量販店向けの販売は好調に推移したことから、精米販売数量は 75 千玄米トン（同 12.2%

増）となり、総販売数量は 108 千玄米トン（同 4.2%増）となりました。この結果、売上高は

289 億 94 百万円（前期比 6.3%増）となりました。営業利益は、精米販売数量増の要因はあ

ったものの、端境期である 7・8 月に品不足の銘柄を補うために政府米を高値で仕入れた影

響もあり、20 百万円（同 88.3%減）となりました。 
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ⅲ．情報部門 

情報サービス業界におきましては、これまで金融機関を中心に情報化投資が増加し、堅調

に推移しておりましたが、景気悪化により投資に慎重な姿勢をとる企業が多く見られました。 

このような状況下で、情報部門は、大型開発案件が延期や減少となり、棚卸システム機器

のレンタルサービスでは大型顧客の棚卸方法変更や棚卸回数減少の影響により、売上高は 22

億 84 百万円（前期比 8.8%減）となり、営業利益は 3億 54 百万円（同 32.8%減）となりまし

た。 

 

ⅳ．不動産部門 

不動産業界におきましては、金融市場の信用収縮により不動産市場にも大きな影響があり

ました。比較的堅調に推移してきた賃貸市場においても企業業績の悪化により空室率の上昇

傾向が止まらず、今後につきましては予断を許さない状況にあります。 

このような状況下で、不動産部門は、既存ビルの計画的な設備更新工事の実施などテナン

トサービスの向上に努め、前期に引続き高稼働率を維持し、売上高は 33 億 84 百万円（前期

比 4.0%増）となりました。営業利益は、ヤマタネビルの持分取得による増加はありましたが

朝日コンピュータビル売却の影響により、15 億 66 百万円（同 2.6%減）となりました。 

 

ⅴ．金融・証券部門 

金融・証券業界におきましては、商品先物市場及び株式市場とも金融市場の混乱の影響を

大きく受けました。商品先物業界におきましては、国際商品市況に牽引され昨年 7月には主

要商品が史上 高値を記録したものの、その後大暴落へと転じ投機マネーが市場から離脱し

出来高は大幅に減少しました。このため商品先物市場の縮小傾向に歯止めがかからず出来高

は 5期連続で前年度を下回る結果となりました。株式市場におきましても信用収縮不安や世

界経済の不透明感を受けてマーケットは急速に冷え込み、3 月には日経平均がバブル後の

安値を更新する結果となりました。 

このような状況下で、金融・証券部門は、売上高は 13 億 74 百万円（前期比 42.7%減）と

前期比大きく減少し、営業損益は 7 億 31 百万円の損失（前期は 1 億 4 百万円の損失）とな

りました。 

 

② 次期の見通し 

イ．全般の状況 

今後のわが国の経済情勢は、世界的な金融危機や景気悪化の影響により輸出や設備投資の

減少が続き一段と厳しさを増し、景気回復には時間がかかる可能性が高いと予想されます。 

 

ロ．セグメント別の状況 

ⅰ．物流部門 

物流業界におきましては、世界的な景気後退の影響を受けて、国際貨物、国内貨物とも輸

送量は減少傾向が続くと見込まれ、首都圏をはじめとする大型物流施設の供給拡大の影響や

競争激化による各種単価の見直し要請等厳しい業況が続くものと予想されます。 
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物流部門におきましては、新規顧客の開拓による一括受託業務へのさらなる取組みと、家

電・食品・酒類を中心とした共同配送の業務拡大に注力してまいります。また文書センター

の拡充による文書保管業務の一層の拡大をめざします。国際物流関連では、海外代理店との

関係を強化し、国際輸送業務や海外引越業務に注力してまいります。国際輸送業務において

は国際的フォワーダーのネットワークである IFLN（International Freight ＆ Logistics 

Network）に加盟いたしました。また、海外引越代理店である Asian Tigers Group とタイ、

中国についでベトナムでの海外引越業務取扱いの業務提携を行い、アジア地区での業務拡大

をめざしてまいります。 

 

ⅱ．食品部門 

コメ流通業界におきましては、コメの消費動向やコメの生産調整を含む農政改革議論の展

開等変動要因の多い環境の中にあって様々な対応が必要となってまいります。政府では、“わ

が国農業は産業としての持続可能性喪失の危機に直面している”という認識のもと、現行の

農業政策改革の検討に着手いたしました。また、農地の確保と農地制度の基本を「所有」か

ら「利用」に改めることを目的とした改正農地法も施行される予定です。 

食品部門は、これらコメビジネス環境の変化に対応し、仕入から販売まで一体化した営業

活動を推進してまいります。さらに、コメ流通の新規チャネルや新規商品の開発に注力して

まいります。また、万全の品質管理体制を構築していく中で適切な在庫管理や与信管理に努

めてまいります。本年 2月には、新しい取組みとして、産地の農業生産法人等と共同でコメ

など農産物を販売するための有限責任事業組合（LLP）を設立し、生産者と一体となって販

売を実施する体制を実現いたしました。今後はさらに同様の展開を地域、参加者の拡大を視

野に入れて実施していく予定であります。 

 

ⅲ．情報部門 

情報サービス業界におきましては、景気低迷の影響をうけてシステム開発投資に慎重な姿

勢をとる企業が増加することにより開発案件の減少が見込まれます。 

このような状況下で、情報部門におきましては、棚卸代行ビジネスの基盤確立と業容拡大

並びに棚卸システム「ストックテイ君」のレンタルビジネスの業務効率化を進めてまいりま

す。また、子会社であるソリューション・ラボ・東京株式会社との一体運営によりシステム

受託開発を軸としたソリューション・ビジネスを展開してまいります。 

 

ⅳ．金融・証券部門 

商品先物業界におきましては、平成 17 年の商品取引所法改正による規制強化に加え、世

界的な金融危機の影響から市場の流動性が著しく低下し投資家離れが進み、受託手数料収入

が大幅に落ち込んだ結果、商品取引員各社は廃業や業態変換を強いられる厳しい経営環境下

にあります。本年 5 月には東京工業品取引所の新取引システム稼働に伴う取引時間の 23 時

までの延長（半年以内に 24 時間化予定）が実施され、6月には商品取引所法の一部改正施行

等が予定されています。 

これらに対応するため、金融（商品先物）部門においては、営業体制の抜本的見直し、取

㈱ヤマタネ（9305）　平成21年3月期決算短信

5



引 24 時間化に対応する人員整備等を実施し、新たなトレーディング手法の開発・運用に取

組む等収益力の向上に努めてまいります。 

証券業界におきましても金融危機の影響を大きく受けて市場の低迷が続く中で証券各社

は厳しい環境が続く見込みであります。 

このような状況下で、証券部門におきましては、リテール営業の強化とディーリング部門

の生産性アップを図ると共に、営業体制の見直しと経費削減に取組み、市場状況に対応した

着実な収益の向上をめざしてまいります。 

 

平成 22 年 3 月期の連結業績予想につきましては、売上高は食品部門がさらなる業容の拡

大に努め、560 億円（前期比 2.2%増）を予想しております。営業利益は金融・証券部門の急

回復は難しいと予想されますが、物流、食品部門が堅調に推移すると見込み 36 億円（同 7.8%

増）を予想しております。この結果、経常利益は 23 億円（同 10.0%増）、当期純利益は 8 億

円（同 79.0%増）を予想しております。 

 

③ 単体の業績と次期の見通し 

当期の単体業績につきましては、売上高は物流、食品部門が好調に推移したことから、490

億 48 百万円（前期比 4.1%増）となりました。営業利益は食品、情報部門が前年を下回った

結果 20 億 22 百万円（同 10.0%減）となり、経常利益は 15 億 29 百万円（同 11.9%減）とな

りました。この結果、当期純利益は 9億 99 百万円（同 2.9%減）となりました。 

 

平成 22 年 3 月期の単体業績予想につきましては、売上高は食品部門での販売増加を計画

し 500 億円（前期比 1.9%増）を予想しております。営業利益は食品部門での売上増や物流部

門での採算改善等の要因を織り込んで 22 億円（同 8.8%増）と増益を予想しております。 一

方、経常利益は子会社からの受取配当金の減少等により 14 億 50 百万円（同 5.2%減）を予想

しております。当期純利益は特別損失の減少もあり 10 億円（同 0.1%増）と微増を予想して

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 

資産合計は、ヤマタネビルの他社持分取得により「有形固定資産」が増加いたしましたが、

株式相場の下落により「投資有価証券」が減少し、運転資金回収により「受取手形及び売掛

金」が減少したこと等から前期末比 44 億 28 百万円減少し 901 億 1 百万円となりました。 

負債合計は、有利子負債の減少や投資有価証券の評価減に伴う「繰延税金負債」の減少と

商品先物市場の低迷による顧客からの預かり委託証拠金の減少等により前期末比 36億 85百

万円減少し 705 億 22 百万円となりました。 

純資産合計は、連結子会社からの「自己株式」の取得や「その他有価証券評価差額金」の

減少等により前期末比 7億 42 百万円減少し 195 億 78 百万円となりました。 

この結果、当期末の自己資本比率は 20.0％（前期は 20.4％）となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

イ． 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 16 億 51 百万

円、減価償却費 13 億 10 百万円、営業債権の減少額 6 億 61 百万円及び法人税等の還付額 5

億 2百万円等により 46億 59 百万円（前期比 21億 57 百万円増）となりました。 

 

ロ． 投資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・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出 24 億 33

百万円があったことから 21 億 56 百万円の支出（前期は 29 億 89 百万円の収入）となりまし

た。 

 

ハ． 財務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・フローは、有利子負債を 18 億 27 百万円削減したことから、

24 億 18 百万円の支出（前期比 37 億 36 百万円の支出減）となりました。 

 

この結果、現金および現金同等物の当期末残高は 84 百万円増加し、34 億 67 百万円となり

ました。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

           平成17年 3月期 平成18年 3月期 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（％） 12.5 17.0 18.6 20.4 20.0

時価ベースの自己資本比率（％） 16.9 20.4 19.0 12.1 10.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 16.2 13.0 16.5 22.1 11.4

インタレスト･カバレッジ･レシオ 2.7 2.9 2.4 1.8 3.3

 

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） いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２） 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います。 

（注３） 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４） 有利子負債は、連結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

を対象としています。 

 

（３） 利益配分に関する基本方針及び当期･次期の配当 

当社は、従来から中長期的な視点に立って事業収益の拡大と財務体質の強化を図りながら、

株主の皆様への安定配当の継続を基本方針としております。また、内部留保資金は設備投資

及び財務体質強化のための借入金返済資金に充当することとしております。 

当期の期末配当金につきましては、平成 21 年 5月 15 日開催の取締役会決議により、当事

業年度末日（平成 21 年 3 月 31 日）を基準日とする期末配当金を 1 株あたり 2 円 50 銭とさ
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せていただきました。なお、配当金の支払開始日（効力発生日）は平成 21 年 6月 11 日から

とさせていただきます。 

次期の期末配当金につきましては、当期と同額の１株当たり 2 円 50 銭を予定しておりま

す。今後につきましては、安定的な配当体制を堅持するべく財務体質の強化と一層の収益力

の向上に努力してまいる所存であります。 

 

（４） 事業等のリスク 

① 経営成績の変動について 

当社グループは、物流関連事業、食品関連事業、情報関連事業、不動産関連事業、金融・

証券関連事業の各事業を営んでおります。 

 

イ． 物流関連事業 

荷主企業の在庫動向、物流拠点の見直し等により稼働率が変動し、業績に影響を与える場

合があります。 

 

ロ． 食品関連事業 

流通制度改革の進展動向、米の作況動向により仕入・販売価格が変動し、業績に影響を与

える場合があります。また、期末の在庫については今後の価格変動の影響を受ける場合があ

ります。さらに、「安心・安全」をモットーに品質管理には万全の体制で臨んでおりますが、

当社固有の品質問題のみならず、産地において品質問題が発生した場合、業績に影響を与え

る可能性があります。 

 

ハ． 情報関連事業 

大型のシステム開発受託案件の動向により、業績に影響を与える場合があります。また予

期せぬコンピュータプログラムのバグ（不具合）による損害が発生する可能性があります。 

 

ニ．不動産関連事業 

テナントの入替による空室の発生により、賃貸料収入に影響を与える場合があります。 

 

ホ． 金融・証券関連事業 

商品先物市況及び株式市況の動向により、業績が左右される場合があります。 

 

② 財政状態の変動について 

当社グループは、有利子負債の削減を進めるとともに、変動金利借入の金利変動リスクを

低減するため、主に固定金利による調達を図ってまいりました。しかしながら、変動金利借

入利息及び借換時における資金調達に関しては、金利情勢の影響を受け、業績が変動する可

能性があります。 
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③ 情報セキュリティについて 

情報セキュリティに対しては、社内情報管理体制の整備に努め、情報流出の防止、社内情

報システムへの外部からの侵入防御等適切な対応をしております。また、個人情報の取扱に

ついてもプライバシーマークの認証を取得する等適切な対応をしております。しかしながら、

情報システムの一時的な操作不能状態や情報流出、喪失等の事態が生じた場合には当社グル

ープのみならず取引先企業等への影響が予想され、当社グループの信用低下並びに業績への

影響を招く可能性があります。 
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２．企業集団の状況

当グループは、当社、子会社7社及び関連会社1社で構成され、その主な事業内容は倉庫業、
米穀卸売販売業を中心に情報、不動産、金融・証券の事業を営んでおります。
事業の系統図は次の通りであります。

得 意 先

（ 子 会 社 ） （ 子 会 社 ）

㈱ 中 央 ﾛ ｼ ﾞ ｽ ﾃ ｨ ｸ ｽ 山 種 不 動 産 ㈱

㈱ ア ク テ ィ ブ （ 関 連 会 社 ）

（物流関連事業） （不動産関連事業） 新 宿 ｻ ﾝ ｴ ｰ ﾋ ﾞ ﾙ ㈱

倉庫業、港湾運送業、 不動産の売買、

貨物利用運送業 仲介、賃貸、管理

（食品関連事業）

米穀卸売販売業

㈱ ヤ マ タ ネ（ 子 会 社 ） 精米加工業務

山 種 商 事 ㈱

（情報関連事業） （金融・証券関連事業）

（ 子 会 社 ） ｿﾌﾄｳｪｱ開発販売、 商 品 取 引 業 （ 子 会 社 ）

ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ﾗﾎﾞ・東京㈱ 情報処理ｻｰﾋﾞｽ業 証 券 業 ㈱アサヒトラスト

金 山 証 券 ㈱
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３． 経営方針 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「信は万事の本を為す」の理念のもとに、社業を通じて豊かな社会の実現

に貢献することを基本方針としております。顧客、株主、社員など全てのステークホルダー

にとって価値のある企業となるべく、誠意ある対応で信用信頼を蓄積し永続的な発展をめざ

しております。 

グループ全体で常に研鑽に努め、ハイレベルのサービス体制を整え、顧客のニーズに合っ

た当社グループ独自のサービスを提供し、その信用をもって着実に基盤を拡充していくこと

を行動の指針として活動しております。 

 

（２） 中長期的な会社の経営戦略 

当期より新 3 ヵ年計画「ヤマタネ ステージアップ 2011 プラン」をスタートいたしまし

たが、金融危機の影響から市場動向に大きく影響を受ける金融・証券部門において業績低迷

が顕著となり、グループ全体の計画進捗も大きく遅れる要因となりました。これに対応し、

金融・証券部門においては業務運営の見直しや経費削減等の対策を実施してまいる予定です。

また 3 ヵ年計画につきましても、今後の経済環境等を見極めた上で再検討する予定でござい

ます。 

激変する環境の中にありましても、当社の基本施策であるベース収益力の強化を図り、安

定的な配当の堅持と財務体質の強化により、社内外に「誇れる企業」となることを目標とし

てまいります。   

 

（３） 会社の対処すべき課題 

     平成 21 年度の経営方針及び各部門重点施策は下記のとおりであります。 

 

【経営方針】 

イ． 激変する環境への対応とベース収益力の強化 

ロ． 組織の基盤となる「現場力」の向上 

ハ． 社会の信頼を得る内部統制体制の整備 

ニ． 「安心・安全」の企業ブランド価値の向上 

 

【各部門重点施策】 

①物流部門 

イ． 物流アウトソーシング受託事業（３PL）の拡大と新規顧客開拓 

ロ． 文書センターの拡充による文書保管業務の拡大 

ハ． 家電・食品・酒類を中心とした共同配送の拡大と収支改善 

ニ． 物流現場の品質向上 

ホ． ３PL に繋がる輸出入通関業務の更なる拡大 

ヘ． 海外代理店との関係強化による海外引越業務の拡大 
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②食品部門 

イ． 適切な在庫管理と安定収益の確保 

ロ． 仕入・生産と一体化した営業活動の推進と新規取引開拓 

ハ． 債権・与信管理の厳格化 

ニ． 品質管理の更なる追求と生産現場での効率向上 

ホ． コメ流通の新規チャネル及び新規商品の開発 

ヘ． コメビジネス業界を担う人材の育成 

③情報部門 

イ． 棚卸代行ビジネスの基盤確立と業容拡大 

ロ． レンタルビジネスの業務効率化と活発な営業活動 

ハ． システム受託開発を軸としたソリューション・ビジネスの展開 

ニ． システム品質向上とサポート力強化による現場力アップへの貢献 

ホ． IT 全般統制の的確な運用と IT 事業継続運用体制の確立 

④不動産部門 

イ． テナント動向の把握による稼働率の維持 

ロ． 顧客ニーズに対応した計画的なビル設備更新 

⑤金融・証券部門 

金融（商品先物）部門 

イ． 信頼される営業活動と顧客サービスの向上による営業基盤の拡充 

ロ． ディーラーの人材増強・育成とトレーディング手法の開発・運用 

ハ． コンプライアンスを最優先とした事業活動とリスク管理の徹底 

証券部門 

イ． 提案力･情報発信力の強化と商品の多様化によるリテール営業の強化 

ロ． ディーリング部門の生産性アップと人材増強 

ハ． コンプライアンス機能の強化と社内管理体制の一層の充実 

 

【その他の対処すべき課題】 

 

① 内部統制体制の整備 

会社法施行に伴い、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決議

し、毎年整備についての見直しを実施しております。また、金融商品取引法により内部統

制報告書を提出することが義務付けられ、当社におきましても内部統制プロジェクトチー

ムを中心に財務報告に係る内部統制体制の整備に努めております。 

 

② 有利子負債の削減 

有利子負債の削減につきましては、当期はヤマタネビルの他社持分取得を実施したこと

により、18 億 27 百万円の削減にとどまりましたが、この影響を除きますとほぼ予定通り

の削減となっております。今後もキャッシュ･フローの増強による更なる削減に努めてまい

ります。 
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③ 金融・証券部門の再構築 

金融・証券部門とも取引高の減少と市場の低迷により赤字となりました。今後につきま

しても、急速な市場回復は見込み難いことから厳しい状況が続くと思われますが、機構改

革、業務改善及び経費削減等に着手し対応してまいります。 
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４.【連結財務諸表】
    (１)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 4,097 4,025

　　受取手形及び売掛金 6,876 6,228

　　有価証券 372 237

　　たな卸資産 1,339 1,176

　　繰延税金資産 824 250

　　その他 4,702 2,804

　　貸倒引当金 △39 △ 23

　　流動資産合計 18,173 14,697

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物(純額） 13,842 13,872

　　　工具、器具及び備品（純額） 5,424 5,410

　　　土地 45,687 46,750

　　　その他（純額） 879 903

　　　有形固定資産合計 65,833 66,937

　　無形固定資産

　　　のれん 75 85

　　　その他 1,072 1,007

　　　無形固定資産合計 1,148 1,092

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 7,192 4,920

　　　繰延税金資産 118 431

　　　その他 1,957 1,739

　　　貸倒引当金 △153 △ 153

　　　投資その他の資産合計 9,114 6,937

　　固定資産合計 76,096 74,968

　繰延資産

　　社債発行費 260 435

　　繰延資産合計 260 435

　資産合計 94,530 90,101
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　営業未払金 1,914 1,975

　　短期借入金 9,947 9,205

　　１年内返済予定の長期借入金 4,518 5,081

　　１年内償還予定の社債 7,540 1,478

　　その他 3,957 3,267

　　流動負債合計 27,878 21,007

　固定負債

　　社債 11,770 18,792

　　長期借入金 18,847 16,239

　　再評価に係る繰延税金負債 6,613 6,611

　　繰延税金負債 993 208

　　退職給付引当金 1,600 1,741

　　役員退職慰労引当金 459 411

　　その他 5,725 5,479

　　固定負債合計 46,010 49,484

　特別法上の準備金

　　金融商品取引責任準備金 ─ 5

　　証券取引責任準備金 295 ─

　　商品取引責任準備金 24 24

　　特別法上の準備金合計 319 30

　負債合計 74,208 70,522

純資産の部

　株主資本

　　資本金 10,555 10,555

　　資本剰余金 3,775 3,775

　　利益剰余金 3,053 3,225

　　自己株式 △1,333 △ 1,807

　　株主資本合計 16,051 15,748

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 1,822 831

　　土地再評価差額金 1,418 1,416

　　評価・換算差額等合計 3,240 2,248

　少数株主持分 1,029 1,581

　純資産合計 20,321 19,578

負債純資産合計 94,530 90,101
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    (２)【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日

　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)

営業収益 54,175 54,817

営業原価 45,089 46,768

営業総利益 9,086 8,048

販売費及び一般管理費 4,981 4,708

営業利益 4,104 3,340

営業外収益

　受取利息 17 17

　受取配当金 92 116

　負ののれん償却額 10 10

　持分法による投資利益 0 0

　受取補償金 ─ 20

　その他 32 39

　営業外収益合計 153 203

営業外費用

　支払利息 1,404 1,374

　その他 91 78

　営業外費用合計 1,496 1,453

経常利益 2,761 2,090

特別利益

　固定資産売却益 1,690 2

　金融商品取引責任準備金戻入 ─ 289

　商品取引責任準備金戻入額 52 ─

　貸倒引当金戻入額 13 13

　その他 ─ 23

　特別利益合計 1,756 328

特別損失

　固定資産売却損 1,367 0

　連結子会社所有の親会社株式売却損 343 ─

　販売用不動産整理損 1,986 ─

　販売用不動産評価損 10 112

　投資有価証券評価損 11 452

　役員退職慰労引当金繰入額 6 ─

　証券取引責任準備金繰入れ 19 ─

　ゴルフ会員権評価損 13 45

　減損損失 39 25

　その他 76 130

　特別損失合計 3,874 767

税金等調整前当期純利益 643 1,651

法人税、住民税及び事業税 136 736

過年度法人税等 48 ─

法人税等調整額 △369 261

法人税等合計 △183 997

少数株主利益又は少数株主損失（△） △149 206

当期純利益 976 447
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    (３)【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(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 10,555 10,555

　　当期末残高 10,555 10,555

　資本剰余金

　　前期末残高 3,775 3,775

　　当期末残高 3,775 3,775

　利益剰余金

　　前期末残高 2,399 3,053

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △205 △ 266

　　　当期純利益 976 447

　　　自己株式の処分 △512 ―

　　　土地再評価差額金の取崩 396 1

　　　当期変動額合計 654 171

　　当期末残高 3,053 3,225

　自己株式

　　前期末残高 △2,088 △ 1,333

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △2 △ 474

　　　自己株式の処分 757 ―

　　　当期変動額合計 755 △ 474

　　当期末残高 △1,333 △ 1,807

　株主資本合計

　　前期末残高 14,641 16,051

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △205 △ 266

　　　当期純利益 976 447

　　　自己株式の取得 △2 △ 474

　　　自己株式の処分 245 ―

　　　土地再評価差額金の取崩 396 1

　　　当期変動額合計 1,409 △ 302

　　当期末残高 16,051 15,748

　　　連結子会社からの自己株式の取得による
      剰余金の減少

― △ 11

　　　連結子会社からの自己株式の取得による
      剰余金の減少

― △ 11
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 2,888 1,822

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,066 △ 990

　　　当期変動額合計 △1,066 △ 990

　　当期末残高 1,822 831

　土地再評価差額金

　　前期末残高 1,814 1,418

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396 △ 1

　　　当期変動額合計 △396 △ 1

　　当期末残高 1,418 1,416

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 4,703 3,240

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,462 △ 992

　　　当期変動額合計 △1,462 △ 992

　　当期末残高 3,240 2,248

少数株主持分

　前期末残高 848 1,029

　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 181 552

　　当期変動額合計 181 552

　当期末残高 1,029 1,581

純資産合計

　前期末残高 20,193 20,321

　当期変動額

　　剰余金の配当 △205 △ 266

　　当期純利益 976 447

　　自己株式の取得 △2 △ 474

　　自己株式の処分 245 ―

　　土地再評価差額金の取崩 396 1

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,281 △ 440

　　当期変動額合計 128 △ 742

　当期末残高 20,321 19,578

　　連結子会社からの自己株式の取得による
    剰余金の減少

― △ 11
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    (４)【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(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

　税金等調整前当期純利益 643 1,651

　減価償却費 1,318 1,310

　負ののれん償却額 △10 △ 10

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △202 △ 15

　退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 59 93

　証券取引責任準備金の増減額（△は減少） 19 ─

　金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） ─ △ 289

　商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △ 52 0

　受取利息及び受取配当金 △110 △ 133

　支払利息 1,404 1,374

　持分法による投資損益（△は益） △0 △0

　有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △ 297 16

　販売用不動産整理損 1,986 ─

　投資有価証券売却損益（△は益） ― △ 22

　投資有価証券評価損益（△は益） 11 452

　連結子会社所有の親会社株式売却損 343 ─

　販売用不動産評価損 10 112

　減損損失 39 25

　営業債権の増減額（△は増加） 1,730 661

　たな卸資産の増減額（△は増加） △204 51

　営業債務の増減額（△は減少） △1,267 60

　委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） △264 694

　預り証拠金の増減額（△は減少） △ 99 △ 1,035

　金融商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） ― 270

　預り金の増減額（△は減少） △672 4

　受入保証金の増減額（△は減少） △259 △ 30

　差入保証金の増減額（△は増加） 280 450

　預託金の増減額（△は増加） 400 500

　未払消費税等の増減額（△は減少） 195 △ 186

　未収消費税等の増減額（△は増加） 95 △ 77

　その他 △ 55 △ 291

　小計 5,040 5,638

　利息及び配当金の受取額 105 131

　利息の支払額 △1,403 △ 1,403

　法人税等の支払額 △1,325 △ 209

　法人税等の還付額 85 502

　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,501 4,659
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(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

　投資有価証券の取得による支出 △316 △ 17

　投資有価証券の売却による収入 ― 30

　子会社株式の取得による支出 △19 ―

　子会社の所有する親会社株式の売却による収入 442 ―

　有形及び無形固定資産の取得による支出 △899 △ 2,433

　有形及び無形固定資産の売却による収入 3,738 37

　貸付けによる支出 △8 △ 3

　貸付金の回収による収入 58 30

　定期預金の払戻による収入 ― 200

　その他 △6 △0

　投資活動によるキャッシュ・フロー 2,989 △ 2,156

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） △2,460 △ 742

　長期借入れによる収入 5,574 2,500

　長期借入金の返済による支出 △7,813 △ 4,545

　社債の発行による収入 5,579 8,311

　社債の償還による支出 △6,756 △ 7,584

　自己株式の取得による支出 △2 △ 14

　配当金の支払額 △204 △ 264

　少数株主への配当金の支払額 △71 △ 68

　その他 ― △ 10

　財務活動によるキャッシュ・フロー △6,154 △ 2,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △663 84

現金及び現金同等物の期首残高 4,047 3,383

現金及び現金同等物の期末残高 3,383 3,467
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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）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1.連結の範囲に関する事項
　　　(1)連結子会社数 ７社 (株)中央ロジスティクス､(株)アクティブ、山種商事(株)、ソリュー

ション・ラボ・東京㈱、㈱アサヒトラスト、金山証券㈱、山種不動
産㈱

　　　(2)非連結子会社　　 該当する会社はありません。

2.持分法の適用に関する事項

　　　(1)持分法を適用した非連結子会社　　 該当する会社はありません。

　　　(2)持分法を適用した関連会社数　　 1社　新宿サンエービル(株)

　　　(3)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社 該当する会社はありません。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

　　　　連結子会社の決算日はすべて連結決算日と一致しております。

4.会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券 売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均法により算定している）により評価しております。

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）により評価しております。

その他有価証券
　時価のあるもの  連結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
している）により評価しております。

　時価のないもの…移動平均法による原価法により評価しております。

　　　②デリバティブ 時価法により評価しております。

　　　③たな卸資産  通常の販売目的で保有するたな卸資産

　主として個別法又は移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ
  の方法）により評価しております。

トレーディング目的で保有するたな卸資産

　時価法（売却原価は移動平均法により算定している）により評価しております。

（会計方針の変更）
たな卸資産については、従来、主として個別法又は移動平均法による原価法 に

より評価しておりましたが、当連結会計年度より「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）が適用されたことに伴
い、主として個別法又は移動平均法による原価法（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。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益が2百万円
減少し、税金等調整前当期純利益が114百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は当該個所に記載しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　　①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附

属設備を除く）については主に定額法を採用しております。なお、当社において
は賃貸契約に基づいて実施した建物等の資本的支出に係るものについては、その
賃貸期間を耐用年数として定額法を適用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　2～50年

　　　②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。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。

　　　③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

なお、平成20年3月31日以前に契約した、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を採用しております。

(3)繰延資産の処理方法

社債発行費 社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
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(4)重要な引当金の計上基準

　　　①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

　　　②退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異（1,307百万円）については、
15年による按分額を費用処理しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11
年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（11年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費
用処理することとしております。

　　　③役員退職慰労引当金
連結子会社については、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(5)重要なヘッジ会計の方法

　　　①ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利

スワップについては特例処理によっております。

　　　②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：金利スワップ　ヘッジ対象：変動金利借入金

　　　③ヘッジ方針
個々の取引について内規に則り金利変動リスクをヘッジしており、財務部門で管理を行っ

ております。

　　　④ヘッジ有効性評価の方法
　　 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累

計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、特例処理によって
いる金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(6)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。

5.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価は、全面時価評価法によっております。

6.のれん及び負ののれんの償却に関する事項

定額法によっております。償却期間は20年以内の合理的な期間として子会社ごとに決定しております。

7.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及
　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ヶ月以
　内に満期日の到来する短期的な投資からなっております。

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（会計方針の変更）

1.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）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）が適用されたことに伴
　い、当連結会計年度より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。
　この変更による損益に与える影響は軽微であります。
2.特別法上の準備金として、従来は旧証券取引法第51条の規定により積み立てておりました「証券取引
  責任準備金」につきまして、金融商品取引法の施行に伴い、当連結会計年度より金融商品取引法第46
  条の5の規定に基づく方法により積み立てた「金融商品取引責任準備金」へと変更しております。
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前当期純利益が290百万円増加しておりま
  す。
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㈱ヤマタネ（9305）　平成21年3月期決算短信

<注　記　事　項>

（連結貸借対照表関係）

１．たな卸資産の内訳

販売用不動産 309 百万円

商品有価証券 0

商品及び製品 217

仕掛品 135

原材料及び貯蔵品 513

２．有形固定資産の減価償却累計額 25,650 百万円 26,732 百万円

３．担保に供している資産

投資有価証券 5,998 百万円 2,866 百万円

たな卸資産（販売用不動産） 76 76

土　　　　地 34,500 34,588

建　　　　物 7,985 8,087

預　　　　金 10 10

４．担保に供している子会社の所有する親会社株式

304 百万円 -       百万円

５．担保に供している顧客より預った融資見返り預り有価証券

179 百万円 -       百万円

６．特別法上の準備金について、その計上を規定した法令の条項

金融商品取引責任準備金は、金融商品取引法第46条の5に基づき計上した準備金であります。

商品取引責任準備金は、商品取引所法第221条に基づき計上した準備金であります。

（1）再評価の方法

（2）再評価を行った年月日

当社：平成12年3月31日 山種不動産㈱：平成13年3月31日

８．のれん及び負ののれんの表示

　のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 773百万円　負ののれん 687百万円　差引 85百万円

（連結損益計算書関係）

１．販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額

役員報酬 489 百万円 495 百万円

職員給料手当 1,486 1,256

退職給付費用 149 144

役員退職慰労引当金繰入額 51 63

２．減損損失

　  当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

（前連結会計年度） （当連結会計年度）

（前連結会計年度） （当連結会計年度）

７．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）に基づき、事業用の土地の再評価を
　　行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

土地の再評価に関する法律施行令第2条第1号に定める算定方法（標準地の公示価格に合理的な調整
を行なって算定する方法）のほか、一部の土地については同施行令第２条第3号に定める算定方法
（固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法）により算定しております。

場所 用途 減損損失種類

当社グループは、資産のグルーピングに際し、主に管理会計上の区分をキャッシュ・フローを生
み出す最小の単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングする方法を採用しております。な
お、将来の使用が見込まれない資産については個々の物件単位で、処分予定のグルーピングとして
おります。
無形固定資産その他（電話加入権）につきましては、㈱アサヒトラストの支店閉鎖により将来の

使用見込みがなくなったことに伴い、帳簿価額を備忘価額まで減額し、当連結会計年度減少額を減
損損失として特別損失に計上いたしました。

無形固定資産その他
（電話加入権）

25百万円東京都中央区他 遊休資産
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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 （単位：株）

（注）

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

当連結会計年度（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 （単位：株）

（注）

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金勘定 百万円 百万円

 証券取引責任準備金に係る特定預金

 金融商品取引責任準備金に係る特定預金

 商品取引責任準備金に係る特定預金

 預入期間が3ヶ月を超える定期預金

 その他の預貯金

 中期国債ファンド

 現金及び現金同等物の期末残高 百万円 百万円

-      △ 5

-      

237

△ 24

△ 765

3,467

4,097

△ 276

△ 24

△ 765

△ 20

372

3,383

4,025

-      

（円）

自己株式

発行済株式

株式の種類

 普通株式

普通株式（注）

１株当たり
配当額

266

前連結会計年度末

効力発生日

平成20年3月31日 平成20年6月11日

配当金
の原資

利益剰余金 2.50

（円）
基準日

113,441,816

8,269,720

増加

-             

28,060

減少

-             

2,551,575

当連結会計年度末

113,441,816

5,746,205

決　　　議

平成19年6月28日

定時株主総会

株式の種類

普通株式

効力発生日

平成19年6月29日

配当金の総額

（百万円）

205

1株当たり配当額

（円）
基準日

平成19年3月31日2.00

株式の種類 前連結会計年度末

決　　　議

平成20年5月15日

取締役会

株式の種類

普通株式

配当金
の総額

（百万円）

発行済株式  普通株式 113,441,816 -             

1,389,305

当連結会計年度末

-             113,441,816

増加 減少

-             7,135,510

基準日 効力発生日
（百万円）

自己株式

決　　　議 株式の種類
配当金の総額 1株当たり配当額

普通株式（注） 5,746,205

平成20年5月15日
普通株式 266 2.50 平成20年3月31日 平成20年6月11日

取締役会

決　　　議 株式の種類
配当金
の総額 配当金

の原資

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

普通株式 265 利益剰余金 2.50

自己株式の増加は単元未満株式の買取りによる増加と子会社株式の追加取得に伴う連結子会社所有
の親会社株式の持分増加によるものであります。減少は、連結子会社が保有する親会社株式の市場
への処分による減少で、自己株式（当社株式）の当社帰属分であります。

自己株式の増加は、取締役会決議に基づく子会社からの自己株式（当社株式）の取得による当社帰
属分の増加1,265,179株及び単元未満株式の買取りによる増加124,126株であります。

（前連結会計年度） （当連結会計年度）

平成21年3月31日 平成21年6月11日
取締役会

（百万円） （円）

平成21年5月15日

㈱ヤマタネ（9305）　平成21年3月期決算短信
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（平成19年4月1日～平成20年3月31日) （単位：百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売　　上　　高

(1)外部顧客に対する売上高 18,729 27,287 2,505 3,254 2,399 54,175 -       54,175

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 563 -       204 87 -       855 (855) -       

計 19,293 27,287 2,709 3,341 2,399 55,031 (855) 54,175

営　業　費　用 17,394 27,113 2,181 1,734 2,503 50,927 (855) 50,071

営業利益又は営業損失（△） 1,898 173 528 1,607 △ 104 4,104 (0) 4,104

Ⅱ．資産・減価償却費及び資本的支出

資　　　　　産 44,398 7,292 1,125 33,071 8,643 94,530 -       94,530

減 価 償 却 費 786 125 7 385 13 1,318 -       1,318

減  損  損  失 -       -       -       39 -       39 -       39

資 本 的 支 出 274 67 9 301 5 657 -       657

当連結会計年度（平成20年4月1日～平成21年3月31日) （単位：百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売　　上　　高

(1)外部顧客に対する売上高 18,778 28,994 2,284 3,384 1,374 54,817 -       54,817

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 596 -       218 85 0 900 (900) -       

計 19,375 28,994 2,502 3,469 1,375 55,717 (900) 54,817

営　業　費　用 17,244 28,974 2,147 1,902 2,107 52,376 (899) 51,477

営業利益又は営業損失（△） 2,130 20 354 1,566 △ 731 3,340 (0) 3,340

Ⅱ．資産・減価償却費及び資本的支出

資　　　　　産 40,937 6,954 1,308 33,865 7,036 90,101 -       90,101

減 価 償 却 費 760 120 20 398 11 1,310 -       1,310

減  損  損  失 -       -       -       -       25 25 -       25

資 本 的 支 出 286 11 115 2,052 1 2,467 -       2,467

（注）会計方針の変更
（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

２．所在地別セグメント情報

３．海外売上高

金融・証券
関連事業

消去

合計計 消去

計 合計

物流
関連事業

食品
関連事業

物流
関連事業

食品
関連事業

情報
関連事業

不動産
関連事業

不動産
関連事業

金融・証券
関連事業

情報
関連事業

     「4．連結財務諸表 (6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4．(1)③に記載のとおり、当連結会
     計年度から、「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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の食品関連事業の営業費用が2百万円
     増加し、営業利益が同額減少しております。

     前連結会計年度及び当連結会計年度とも、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がな
   　いため記載しておりません。

     前連結会計年度及び当連結会計年度とも、海外売上高が連結営業収益の10％未満のため、海外売上高の記載を省
     略しております。
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（有価証券関係）

Ⅰ．前連結会計年度

１．売買目的有価証券 （単位：百万円）
連結決算日における

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度の損益
に含まれた評価差額

2 △ 0

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

区分 種 類 連結貸借対照表計上額 時　　価 差　　額
時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

国 債 24 25 0

３．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

区分 種 類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差　　額

（1） 株 式 2,085 5,550 3,464
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

（2） 債 券 -             -             -             

（3） そ の 他 -             -             -             

小　　計 2,085 5,550 3,464

（1） 株 式 1,514 1,178 △ 336
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

（2） 債 券 -             -             -             

（3） そ の 他 48 25 △ 22

小　　計 1,563 1,204 △ 358

合　　　　　計 3,648 6,755 3,106

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

該当はありません。

５．時価のない主な有価証券の内容

（１）満期保有目的の債券 該当はありません。

（２）その他有価証券 中期国債ファンド 372百万円 非上場株式 403百万円

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

（単位：百万円）

区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

国　　債 13 -             -             -             

Ⅱ．当連結会計年度

１．売買目的有価証券 （単位：百万円）
連結決算日における

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度の損益
に含まれた評価差額

0 △ 0

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

区分 種 類 連結貸借対照表計上額 時　　価 差　　額
時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

国 債 25 25 -             

３．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

区分 種 類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差　　額

（1） 株 式 1,132 2,101 968
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

（2） 債 券 -             -             -             

（3） そ の 他 -             -             -             

小　　計 1,132 2,101 968

（1） 株 式 2,684 2,358 △ 326
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

（2） 債 券 -             -             -             

（3） そ の 他 48 16 △ 31

小　　計 2,732 2,374 △ 358

合　　　　　計 3,865 4,475 609

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

30 23 0

５．時価のない主な有価証券の内容

（１）満期保有目的の債券 該当はありません。

（２）その他有価証券 中期国債ファンド 237百万円 非上場株式 414百万円

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

該当はありません。

㈱ヤマタネ（9305）　平成21年3月期決算短信
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（1株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成19年4月 1日 （自　平成20年4月 1日
　  至　平成20年3月31日）   　至　平成21年3月31日）

　1株当たり純資産額 179円13銭 　1株当たり純資産額 169円29銭

　1株当たり当期純利益 9円21銭 　1株当たり当期純利益 4円18銭

（注）算定上の基礎

１．1株当たり純資産額

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年3月31日） （平成21年3月31日）

　純資産の部の合計額（百万円） 20,321 19,578

　純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,029 1,581

　　（うち少数株主持分） (1,029) (1,581)

　普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 19,291 17,996

　1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

　普通株式数（千株） 107,695 106,306

２．1株当たり当期純利益

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

（自平成19年4月1日
 至平成20年3月31日）

（自平成20年4月1日
 至平成21年3月31日）

　当期純利益（百万円） 976 447

　普通株式に係る当期純利益（百万円） 976 447

　普通株式の期中平均株式数（千株） 106,015 107,108

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（開示の省略）

リース取引、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項については、決算短信における開
示の必要が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。
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５.【個別財務諸表】
    (１)【貸借対照表】

(単位：百万円)

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 1,070 914

　　受取手形 21 20

　　売掛金 5,596 5,461

　　販売用不動産 329 225

　　商品及び製品 874 216

　　仕掛品 ─ 135

　　原材料及び貯蔵品 40 513

　　前払費用 221 247

　　繰延税金資産 667 154

　　短期貸付金 11,397 6,318

　　その他 421 216

　　貸倒引当金 △4,526 △ 4,769

　　流動資産合計 16,114 9,655

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物（純額） 7,417 7,656

　　　構築物（純額） 211 186

　　　機械及び装置（純額） 696 670

　　　車両運搬具（純額） 60 53

　　　工具、器具及び備品（純額） 4,870 4,863

　　　土地 26,189 27,259

　　　リース資産（純額） ─ 74

　　　有形固定資産合計 39,445 40,764

　　無形固定資産

　　　借地権 872 872

　　　その他 70 74

　　　無形固定資産合計 942 946

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 6,078 2,924

　　　関係会社株式 2,164 7,082

　　　繰延税金資産 ─ 636

　　　長期貸付金 258 232

　　　破産更生債権等 35 47

　　　長期前払費用 75 58

　　　その他 1,128 1,100

　　　貸倒引当金 △35 △ 47

　　　投資その他の資産合計 9,704 12,035

　　固定資産合計 50,092 53,746

　繰延資産

　　社債発行費 260 435

　　繰延資産合計 260 435

　資産合計 66,467 63,838
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(単位：百万円)

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)

負債の部

　流動負債

　　営業未払金 1,523 1,728

　　短期借入金 8,907 8,495

　　１年内返済予定の長期借入金 3,566 1,391

　　１年内償還予定の社債 7,540 1,478

　　未払金 141 45

　　未払費用 300 269

　　未払法人税等 4 284

　　前受金 211 213

　　預り金 118 98

　　その他 230 81

　　流動負債合計 22,542 14,086

　固定負債

　　社債 11,770 18,792

　　長期借入金 5,018 5,627

　　再評価に係る繰延税金負債 1,507 1,507

　　繰延税金負債 545 ─

　　退職給付引当金 1,018 1,078

　　その他 1,077 1,102

　　固定負債合計 20,936 28,106

　負債合計 43,479 42,193

純資産の部

　株主資本

　　資本金 10,555 10,555

　　資本剰余金 3,775 3,775

　　利益剰余金 5,261 5,977

　　自己株式 △21 △ 666

　　株主資本合計 19,571 19,642

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 1,841 427

　　土地再評価差額金 1,575 1,575

　　評価・換算差額等合計 3,417 2,003

　純資産合計 22,988 21,645

負債純資産合計 66,467 63,838
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    (２)【損益計算書】
(単位：百万円)

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)

営業収益 47,112 49,048

営業原価 42,059 44,113

営業総利益 5,052 4,934

販売費及び一般管理費 2,804 2,912

営業利益 2,247 2,022

営業外収益

　受取利息 232 194

　受取配当金 153 153

　その他 13 36

　営業外収益合計 399 384

営業外費用

　支払利息 823 806

　その他 88 70

　営業外費用合計 911 877

経常利益 1,735 1,529

特別利益

　投資有価証券売却益 ― 675

　固定資産売却益 1,684 0

　その他 8 ―

　特別利益合計 1,692 675

特別損失

　固定資産売却損 1,315 0

　販売用不動産整理損 1,986 ―

　販売用不動産評価損 10 104

　投資有価証券評価損 43 206

　貸倒引当金繰入額 ― 255

　その他 29 52

　特別損失合計 3,384 618

税引前当期純利益 43 1,586

法人税、住民税及び事業税 14 285

法人税等調整額 △999 301

法人税等合計 △985 587

当期純利益 1,028 999
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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 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 10,555 10,555

　　当期末残高 10,555 10,555

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 3,775 3,775

　　　当期末残高 3,775 3,775

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 3,775 3,775

　　　当期末残高 3,775 3,775

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 2,041 2,041

　　　当期末残高 2,041 2,041

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 500 1,000

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金の積立 500 ―

　　　　　当期変動額合計 500 ―

　　　　当期末残高 1,000 1,000

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 1,542 2,219

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金の積立 △500 ―

　　　　　剰余金の配当 △226 △ 283

　　　　　当期純利益 1,028 999

　　　　　土地再評価差額金の取崩 374 ―

　　　　　当期変動額合計 676 715

　　　　当期末残高 2,219 2,935

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 4,084 5,261

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △226 △ 283

　　　　当期純利益 1,028 999

　　　　土地再評価差額金の取崩 374 ―

　　　　当期変動額合計 1,176 715

　　　当期末残高 5,261 5,977

　自己株式

　　前期末残高 △18 △ 21

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △2 △ 644

　　　当期変動額合計 △2 △ 644

　　当期末残高 △21 △ 666
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(単位：百万円)

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)

　株主資本合計

　　前期末残高 18,397 19,571

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △226 △ 283

　　　当期純利益 1,028 999

　　　自己株式の取得 △2 △ 644

　　　土地再評価差額金の取崩 374 ―

　　　当期変動額合計 1,173 70

　　当期末残高 19,571 19,642

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 2,665 1,841

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △823 △ 1,414

　　　当期変動額合計 △823 △ 1,414

　　当期末残高 1,841 427

　土地再評価差額金

　　前期末残高 1,950 1,575

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △374 ―

　　　当期変動額合計 △374 ―

　　当期末残高 1,575 1,575

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 4,615 3,417

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,198 △ 1,414

　　　当期変動額合計 △1,198 △ 1,414

　　当期末残高 3,417 2,003

純資産合計

　前期末残高 23,012 22,988

　当期変動額

　　剰余金の配当 △226 △ 283

　　当期純利益 1,028 999

　　自己株式の取得 △2 △ 644

　　土地再評価差額金の取崩 374 ―

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,198 △ 1,414

　　当期変動額合計 △24 △ 1,343

　当期末残高 22,988 21,645
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（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により評価しております。

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）により評価しております。

その他有価証券
時価のあるもの

時価のないもの 移動平均法による原価法により評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

3.たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

販売用不動産　 個別法　

商　　　　品　　 個別法または移動平均法

仕   掛   品 個別法　

原   材   料 個別法　

貯   蔵   品 個別法　

（会計方針の変更）

4.固定資産の減価償却の方法

　①有形固定資産（リース資産を除く）

　②無形固定資産（リース資産を除く）

　③リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

5.繰延資産の処理方法

　社債発行費 社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

6.引当金の計上基準

　①貸倒引当金

　②退職給付引当金

　　定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）につ
　いては主に定額法を採用しております。なお、賃貸契約に基づいて実施した建物等の資本的支出に係
　るものについては、その賃貸期間を耐用年数として定額法を適用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物　2～50年

　　たな卸資産については、従来、個別法又は移動平均法による原価法により評価しておりましたが、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）が
　適用されたことに伴い、個別法又は移動平均法による原価法（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。

　　　過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）に
　　よる定額法により按分した額を費用処理しております。
　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
　　（11年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとして
　　おります。

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している）により評価しております。

　　　なお、平成20年3月31日以前に契約した、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を採
　　用しております。

　　　定額法によっております。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。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益が2百万円減少し、税引前当期
　純利益が106百万円減少しております。

　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

　　　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及び年金資産の見込額に基
　　づき計上しております。なお、会計基準変更時差異（996百万円）については、15年による按分額を
　　費用処理しております。
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7.ヘッジ会計の方法
　①ヘッジ会計の方法

　②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：変動金利借入金
　③ヘッジ方針

　④ヘッジ有効性評価の方法

8.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。

（６）重要な会計方針の変更

リース取引に関する会計基準等の適用

<注　記　事　項>
（貸借対照表関係）

１．有形固定資産の減価償却累計額 15,374 百万円 16,081 百万円

２．担保に供している資産 投資有価証券 5,414 百万円 1,977 百万円

土　　地 14,744 14,841

建　　物 3,234 3,409

３．差入保証金代用有価証券 14 百万円 15 百万円

４．担保に供している他社からの借入有価証券 62 百万円 54 百万円

５．担保に供している他社の所有不動産 土　　地 235 百万円 235 百万円

建　　物 31 31

　・再評価を行った年月日：平成12年3月31日

（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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式（株） 135,288

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式（株） 153,384 6,982,126 -              7,135,510

６．平成10年3月期に取得した建物、構築物、機械装置の取得価額から建設補助金相当額73百万円を圧縮記帳し
    ております。

７．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）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、
    土地再評価差額金を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第2条第1号に定める算定方法に基づき、標準地の公示価
　　　　　　　　　格に合理的な調整を行って算出しております。

153,384

減少

（注）自己株式の株式数の増加6,982千株は、取締役会決議に基づく子会社からの自己株式（当社株式）の取
　　　得による増加6,858千株及び単元未満株式の買取りによる増加124千株であります。

　　　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ
　　いては特例処理によっております。

　　　今後の金利上昇の可能性も考え、よりバランスのとれた資金調達を目指し、銀行借入金の一部について
　　金利スワップ取引で固定化し、短期・長期調達の各々につき変動金利と固定金利のバランスを図っており
　　ます。

　　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較
　　し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについ
　　ては、有効性の評価を省略しております。

当事業年度末株式の種類 前事業年度末 増加

当事業年度末株式の種類

「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）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）が適用されたことに伴い、当事業年度より所有権
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。この変更による損益に与える影響は軽微で
あります。

18,096 -              

増加 減少前事業年度末

（前事業年度）（ 当 事 業 年 度 ）
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（1株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

（自　平成19年4月 1日 （自　平成20年4月 1日
 　 至　平成20年3月31日）  　 至　平成21年3月31日）

　1株当たり純資産額 202円92銭 　1株当たり純資産額 203円61銭

　1株当たり当期純利益 9円08銭 　1株当たり当期純利益 9円05銭

（注）算定上の基礎

１．1株当たり純資産額

項目
前事業年度 当事業年度

（平成20年3月31日） （平成21年3月31日）

　純資産の部の合計額（百万円） 22,988 21,645

　純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） -        -        

　普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 22,988 21,645

　1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

　普通株式数（千株） 113,288 106,306

２．1株当たり当期純利益

項目

前事業年度 当事業年度

（自平成19年4月1日
 至平成20年3月31日）

（自平成20年4月1日
 至平成21年3月31日）

　当期純利益（百万円） 1,028 999

　普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,028 999

　普通株式の期中平均株式数（千株） 113,295 110,370

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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(決算短信添付資料) 

                                      平成 21 年 5 月 15 日 

株式会社ヤマタネ  

役員の異動 

 

平成２１年６月２６日付 

 

（１） 退任予定取締役 

 

    取締役会長    鈴木 幹夫   

 

 

以上 
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