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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 7,970 △28.4 △192 ― △267 ― △114 ―

21年3月期第2四半期 11,129 ― △9 ― △1 ― △133 ―

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

22年3月期第2四半期 △20.30 ―

21年3月期第2四半期 △23.82 ―

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

22年3月期第2四半期 7,189 1,471 20.5 261.75
21年3月期 9,453 1,584 16.6 279.86

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,471百万円 21年3月期  1,573百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

0.00 3.00 3.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 16,400 ― 40 ― △50 ― △50 ― ―
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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）  有  

(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、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) 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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を 
前提としております。実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については4ページ 
【・定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 大和樹脂株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 5,741,797株 21年3月期  5,741,797株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  118,367株 21年3月期  117,867株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 5,623,879株 21年3月期第2四半期 5,595,679株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋のリーマン・ブラザーズ破綻による世界的な

金融危機の影響を受け、大幅な減産や過剰在庫の呪縛に陥ってから早1年を経過、相応の回復をみせるま

でに至っているものの新興国の立直りほどには追いつかず、未だに景気は低迷状態にあるものと認識をし

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、未だ従前の生産状況ほどには回復せず、引続き厳しい事

業環境下にあります。 

 このような中で、経営基盤の強化、収益力の改善、シェアの維持拡大を目指して収益を確保できる事業

体質への転換を進めるべく、6月から7月にかけての海外2拠点（3子会社）からの事業撤退、7月からスタ

ートした構造改革を当期において強力に実施してまいりました。具体的には、タイ国現法の地場企業への

資産ならびに事業譲渡、中国上海における台湾系華僑企業への資産譲渡を実施、また国内におきまして

は、生産拠点の統廃合として千代田工場（埼玉県坂戸市）の川越工場（埼玉県川越市）への統合、希望退

職者の募集、処分可能資産の売却（上場株式等の売却）、当社が93.67％出資する国内子会社の売却、夏

季賞与の不支給等の施策を実行いたしました。 

 こうした施策の実施途上にあって、当第２四半期連結累計期間の営業成績につきましては、売上の低迷

に加え、費用節減効果は上半期では奏功せず、また賞与引当金の戻入や一部取締役の退職慰労金の過年度

引当分の受給権放棄による戻入、また連結対象子会社である大和樹脂株式会社や当社が保有する上場会社

株式等の売却で得られた株式譲渡益でのプラス要因はあったものの、人員削減による人件費に代表される

固定費の削減効果発揮が下期以降にずれることもあって前期に引続き厳しい結果となりました。 

 売上高は79億70百万円（前年同四半期は111億29百万円）、営業損失は1億92百万円（前年同四半期は9

百万円）、経常損失は2億67百万円（前年同四半期は1百万円）、当第２四半期純損失は1億14百万円（前

年同四半期は1億33百万円）となりました。 

  

① 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、当社の全ての商品において前年同期実績には及ばず、主力のＯＡ部品は前年同期

の3分の2の水準またセールスプロモーション部品においては同4割減、自動車部品においても同4割近い減

収となるなど当社グループの売上の半分以上を占める主力分野で落込みが激しく厳しい結果に終わりまし

た。 

海外におきましても低迷状態から脱しきれずまた現地拠点の閉鎖もあり、この結果、売上高は72億40百万

円(前年同四半期は99億56百万円)、営業損失は1億47百万円(前年同四半期は営業利益44百万円)となりま

した。 

[物流機器関連事業] 

 競合激化の中、前期に引続き販売努力に注力してまいりましたが、前年同四半期実績には及ばず、売上

高は7億30百万円(前年同四半期は11億73百万円)、営業損失は45百万円(前年同四半期は営業損失53百万

円)となりました。 

  

② 所在地別セグメントの状況は、以下のとおりです。 

[日本] 

・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
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 売上高は49億97百万円(前年同四半期は67億31百万円)、営業損失は1億9百万円(前年同四半期は営業

利益3百万円)となりました。 

[タイ] 

 売上高は5億13百万円(前年同四半期は10億89百万円)、営業損失は37百万円(前年同四半期は営業損失46

百万円)となりました。 

[中国] 

 売上高は24億59百万円(前年同四半期は33億7百万円)、営業損失は55百万円(前年同四半期は営業損失5

百万円)となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

  資産合計は71億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億63百万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7億15百万円、棚卸資産の減少5億31百万円、有形固定資産の減少7億63百

万円、投資その他の資産の減少1億46百万円等によるものです。 

(負債) 

 負債合計は、57億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億51百万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14億30百万円、短期借入金の減少94百万円、その他流動負債の減少1億85

百万円、長期借入金の減少1億66百万円、役員退職慰労引当金の減少93百万円等によるものです。 

(純資産) 

 純資産は、14億71百万円円となり、前連結会計年度末に比べ1億12百万円減少いたしました。これは、

主に利益剰余金の減少1億14百万円等によるものです。 

(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) 

 営業活動の結果支出した資金は、1億97百万円（前四半期は49百万円の増加）となりました。これは主

に、売上債権の減少に伴い仕入債務も減少したものの当期純利益の減少に加え貸倒、賞与ならびに役員退

職慰労引当金の減少等の影響によるものです。 

(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、3億26百万円（前四半期は投資活動で支出した資金13百万円）となり

ました。これは主に、連結対象子会社株式の売却による収入ならびに有形固定資産の取得と売却による純

収入によるものです。 

(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、1億91百万円（前四半期は85百万円の支出）となりました。これは主

に、長期・短期借入金の返済によるものです。 

  

これらの結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年

度末に比べ34百万円減少し、9億10百万円となりました。 

  

直近の経営環境などを鑑み、平成21年8月14日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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については、平成21年11月13日発表の「平成22年3月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

  
  

主に合成樹脂成形関連事業の製造を行っておりました大和樹脂㈱(連結子会社)は平成21年9月30日に

㈱オガワに譲渡したため関係会社に該当しなくなりました。 

  

１ 棚卸資産の評価方法 

 当第２四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。 

２ 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。 

  

該当事項はありません。 

  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 919,688 970,579

受取手形及び売掛金 2,017,914 2,733,118

商品及び製品 468,974 754,135

仕掛品 181,577 277,042

原材料及び貯蔵品 219,747 371,045

その他 207,611 269,659

貸倒引当金 △8,579 △12,565

流動資産合計 4,006,934 5,363,015

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 642,172 1,001,876

機械装置及び運搬具（純額） 897,230 1,126,787

土地 1,071,227 1,184,021

リース資産（純額） 72,239 117,503

建設仮勘定 4,426 244

その他（純額） 58,897 79,473

有形固定資産合計 2,746,193 3,509,907

無形固定資産 70,773 68,255

投資その他の資産   

投資有価証券 226,703 296,726

その他 151,608 287,824

貸倒引当金 △12,249 △71,935

投資その他の資産合計 366,063 512,616

固定資産合計 3,183,030 4,090,779

資産合計 7,189,965 9,453,794

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,281,893 3,712,606

短期借入金 1,965,803 2,059,826

未払法人税等 10,337 42,371

賞与引当金 － 69,233

事業整理損失引当金 67,127 67,127

その他 590,055 775,857

流動負債合計 4,915,218 6,727,023

固定負債   

長期借入金 515,480 682,004

退職給付引当金 111,994 145,821

役員退職慰労引当金 56,170 149,802
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負ののれん 0 849

その他 119,172 163,846

固定負債合計 802,818 1,142,323

負債合計 5,718,036 7,869,346

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 334,191 448,337

自己株式 △22,414 △22,372

株主資本合計 1,714,472 1,828,661

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,334 11,978

繰延ヘッジ損益 △543 △550

為替換算調整勘定 △250,334 △266,195

評価・換算差額等合計 △242,544 △254,768

少数株主持分 － 10,554

純資産合計 1,471,928 1,584,447

負債純資産合計 7,189,965 9,453,794

ヤマト・インダストリー（株）（7886）平成22年3月　第2四半期決算短信

7



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 11,129,667 7,970,799

売上原価 9,856,560 7,171,628

売上総利益 1,273,106 799,171

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 273,736 168,787

給料及び賞与 426,361 371,854

賞与引当金繰入額 47,735 －

退職給付費用 25,407 29,542

貸倒引当金繰入額 42,945 －

その他 466,631 421,599

販売費及び一般管理費合計 1,282,817 991,783

営業損失（△） △9,711 △192,612

営業外収益   

受取利息 2,195 1,158

受取配当金 3,758 1,827

負ののれん償却額 411 433

持分法による投資利益 59,038 －

受取手数料 30,000 －

その他 38,437 29,582

営業外収益合計 133,841 33,002

営業外費用   

支払利息 64,976 54,668

為替差損 － 24,877

その他 60,244 28,418

営業外費用合計 125,220 107,964

経常損失（△） △1,089 △267,574

特別利益   

固定資産売却益 593 80,854

投資有価証券売却益 － 7,831

関係会社株式売却益 － 74,963

貸倒引当金戻入額 － 4,690

役員退職慰労引当金戻入額 － 76,510

受取保険金 13,923 5,000

賞与引当金戻入額 － 51,929

その他 － 8,891

特別利益合計 14,516 310,671
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

減損損失 － 21,827

固定資産除却損 1,321 21,004

投資有価証券売却損 37,433 －

事業構造改善費用 － 70,147

ゴルフ会員権評価損 3,100 －

特別退職金 － 754

その他 － 4,649

特別損失合計 41,855 118,383

税金等調整前四半期純損失（△） △28,427 △75,286

法人税、住民税及び事業税 79,010 5,329

過年度法人税等 － 9,453

法人税等調整額 30,520 22,510

法人税等合計 109,530 37,293

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,692 1,566

四半期純損失（△） △133,266 △114,146
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,508,559 3,988,377

売上原価 4,950,686 3,594,816

売上総利益 557,872 393,561

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 122,495 84,714

給料及び賞与 221,019 188,741

賞与引当金繰入額 22,551 △2,540

退職給付費用 13,312 14,658

貸倒引当金繰入額 8,350 △289

その他 227,141 209,210

販売費及び一般管理費合計 614,869 494,495

営業損失（△） △56,996 △100,933

営業外収益   

受取利息 1,944 593

受取配当金 435 114

負ののれん償却額 205 217

その他 16,724 19,970

営業外収益合計 19,310 20,894

営業外費用   

支払利息 33,953 26,251

為替差損 － 34,339

その他 50,930 22,010

営業外費用合計 84,883 82,601

経常損失（△） △122,570 △162,639

特別利益   

固定資産売却益 162 80,447

投資有価証券売却益 － 4,508

関係会社株式売却益 － 74,963

貸倒引当金戻入額 － 3,405

受取保険金 13,923 5,000

その他 － △2,531

特別利益合計 14,085 165,794

特別損失   

減損損失 － 21,827

固定資産除却損 948 21,004

事業構造改善費用 － 47,147

ゴルフ会員権評価損 3,100 －

特別退職金 － 754

その他 － 4,649

特別損失合計 4,048 95,383
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(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

税金等調整前四半期純損失（△） △112,532 △92,229

法人税、住民税及び事業税 7,646 2,792

過年度法人税等 － 9,453

法人税等調整額 △252 △3,657

法人税等合計 7,394 8,588

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,992 2,915

四半期純損失（△） △116,934 △103,733

ヤマト・インダストリー（株）（7886）平成22年3月　第2四半期決算短信

11



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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損失（△） △28,427 △75,286

減価償却費 307,976 263,605

減損損失 － 21,827

負ののれん償却額 － △433

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,898 8,673

貸倒引当金の増減額（△は減少） 42,945 △59,788

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,967 △52,523

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,289 △71,240

受取利息及び受取配当金 △5,953 △2,986

支払利息 64,976 54,668

為替差損益（△は益） 2,455 2,234

固定資産売却損益（△は益） － △80,854

固定資産除却損 － 21,004

投資有価証券売却損益（△は益） 37,433 △7,831

関係会社株式売却損益（△は益） － △74,963

受取保険金 － △5,000

ゴルフ会員権評価損 3,100 －

事業構造改善費用 － 70,147

特別退職金 － 754

売上債権の増減額（△は増加） 913,474 977,800

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,003 309,672

仕入債務の増減額（△は減少） △336,398 △814,475

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,600 △27,287

割引手形の増減額（△は減少） △158,228 △519,312

前払年金費用の増減額（△は増加） 15,392 －

その他 173,877 △19,945

小計 954,863 △81,537

利息及び配当金の受取額 5,953 2,986

利息の支払額 △69,711 △46,339

保険金の受取額 － 5,000

法人税等の支払額 △35,668 △6,295

事業構造改善費用の支払額 － △70,147

特別退職金の支払額 － △754

営業活動によるキャッシュ・フロー 855,437 △197,088
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 － △12,350

定期預金の払戻による収入 6,296 18,967

投資有価証券の取得による支出 △858 △858

投資有価証券の売却による収入 237,293 70,210

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 91,562

有形固定資産の取得による支出 △458,296 △181,254

有形固定資産の売却による収入 77,152 322,777

投資その他の資産の増減額（△は増加） 9,983 15,469

貸付けによる支出 △1,590 －

貸付金の回収による収入 2,077 90

その他 △5,408 1,738

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,351 326,352

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） △513,893 △26,950

長期借入金の返済による支出 △482,657 △146,701

長期借入れによる収入 318,068 －

社債の償還による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 △72 △42

自己株式の処分による収入 16 －

リース債務の返済による支出 － △17,894

配当金の支払額 △16,872 △8

少数株主への配当金の支払額 △390 △285

財務活動によるキャッシュ・フロー △795,802 △191,882

現金及び現金同等物に係る換算差額 △77,167 27,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △150,882 △34,973

現金及び現金同等物の期首残高 1,458,205 945,451

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,307,322 910,478
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当社グループは当第２四半期連結累計期間においても、前連結会計年度に引続き、営業損失を計上し

たこと及び借入金の返済面での困難性が生じていることを原因とする、継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような状況が存在しております。 

 これは、海外投資が裏目に出たことに加え、世界的な不景気、とりわけ製造業の直撃を受け売上の回

復ができなかったこと、また経費についても売上減に対応する固定費等の圧縮が図れなかったことなど

を主因に、昨年後半からのリーマンショックに端を発した金融不況の影響等により資金調達面でも課題

を残したことから、赤字体質からの脱却が図れなかったものであります。 

 当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、海外拠点の一部からの事業撤退を進めてきましたが、こ

れについては既に目処がつき現在清算に向けて処理中であります。国内におきましては、外部コンサル

タントの指導・助言のもと経営課題の洗出しを行い、構造改革として7月以降強力に実施してまいりま

した。具体的には、9月の生産拠点の統廃合ならびに希望退職者の募集を行って、人件費の削減を図

り、また同時併行して換金可能資産の処分(上場株式等の売却）を進めてまいりました。 

 当社はこうした取組に加え、一方で、子会社である大和樹脂㈱の売却（9月30日実施）、第三者割当

増資契約（9月19日締結）を行い財務面での基盤強化・安定化を図るとともに、引続き取引金融機関に

対して資金面での支援要請、すなわち新たな弁済計画を呈示して同意を求めて交渉中であります。取引

金融機関からは、概ねご同意いただける感触は得ておりますが、現時点では回答未了であるため継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日) 

 
(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 各区分の主な製品 

(1) 合成樹脂成形関連事業……OA機器部品、家電製品、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 第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月

5日 企業会計基準第9号）を適用し、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。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

４ 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

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 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。 

５ 耐用年数の変更 

第１四半期連結会計期間より耐用年数の短縮を行っております。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。 

  

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(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 各区分の主な製品 

(1) 合成樹脂成形関連事業……OA機器部品、家電製品、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．第２四半期連結会計期間において、当社が所有する大和樹脂株式会社の株式をすべて売却したことにより

子会社ではなくなったため、合成樹脂成形関連事業の資産が、前連結会計年度末比1,220千円減少しており

ます。 

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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 
(千万円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

4,911,979 596,580 5,508,559 ― 5,508,559

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 4,911,979 596,580 5,508,559 ─ 5,508,559

営業損失(△) △29,516 △27,480 △56,996 ─ △56,996

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

3,643,852 344,525 3,988,377 ― 3,988,377

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 3,643,852 344,525 3,988,377 ─ 3,988,377

営業損失(△) △76,023 △24,910 △100,933 ─ △100,933

ヤマト・インダストリー（株）（7886）平成22年3月　第2四半期決算短信

15



前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 

 
(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 各区分の主な製品 

(1) 合成樹脂成形関連事業……OA機器部品、家電製品、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 第１四半期連結累計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月

5日 企業会計基準第9号）を適用し、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。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

４ 第１四半期連結累計期間より、「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

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 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。 

５ 耐用年数の変更 

第１四半期連結累計期間より耐用年数の短縮を行っております。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。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(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 各区分の主な製品 

(1) 合成樹脂成形関連事業……OA機器部品、家電製品、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．第２四半期連結会計期間において、当社が所有する大和樹脂株式会社の株式をすべて売却したことにより

子会社ではなくなったため、合成樹脂成形関連事業の資産が、前連結会計年度末比1,220千円減少しており

ます。 

  

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

9,956,392 1,173,274 11,129,667 ― 11,129,667

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 9,956,392 1,173,274 11,129,667 ─ 11,129,667

営業利益又は営業損失(△) 44,003 △53,714 △9,711 ─ △9,711

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

7,240,670 730,129 7,970,799 ─ 7,970,799

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ ─ ─ ― ─

計 7,240,670 730,129 7,970,799 ─ 7,970,799

営業損失(△) △147,355 △45,256 △192,612 ─ △192,612
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前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日) 

 
(注) １ 第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月

5日 企業会計基準第9号）を適用し、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。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

２ 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

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 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。 

３ 耐用年数の変更 

第１四半期連結会計期間より耐用年数の短縮を行っております。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。 

  

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

  

【所在地別セグメント情報】

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

3,264,734 531,849 1,711,975 5,508,559 ― 5,508,559

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

44,307 24,715 73,281 142,304 (142,304) ―

計 3,309,042 556,564 1,785,257 5,650,864 (142,304) 5,508,559

営業損失(△) △41,278 △22,960 △15,873 △80,113 23,116 △56,996

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

2,547,149 317,690 1,123,538 3,988,377 ― 3,988,377

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

45,895 4,578 71,711 122,185 (122,185) ―

計 2,593,044 322,268 1,195,249 4,110,563 (122,185) 3,988,377

営業損失(△) △44,888 △35,014 △24,039 △103,943 3,009 △100,933
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月１日) 

 
(注) １ 第１四半期連結累計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月

5日 企業会計基準第9号）を適用し、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。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

２ 第１四半期連結累計期間より、「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

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 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。 

３ 耐用年数の変更 

第１四半期連結累計期間より耐用年数の短縮を行っております。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。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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

6,731,867 1,089,909 3,307,890 11,129,667 ― 11,129,667

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

85,505 55,876 150,493 291,875 (291,875) ―

計 6,817,373 1,145,786 3,458,383 11,421,542 (291,875) 11,129,667

営業利益又は営業損失(△) 3,132 △46,519 △5,840 △49,228 39,517 △9,711

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

4,997,410 513,437 2,459,951 7,970,799 ― 7,970,799

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

70,437 45,020 133,218 248,676 (248,676) ―

計 5,067,848 558,458 2,593,169 8,219,476 (248,676) 7,970,799

営業損失(△) △109,250 △37,297 △55,249 △201,797 9,184 △192,612
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前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日) 

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）中国 

（2）タイ 

（3）その他の地域・・・台湾 

   ３ 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。 

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）中国 

（2）その他の地域・・・タイ 

   ３ 地域区分の表示の変更 

  前第３四半期連結会計期間まで、タイ地域は「タイ」として区分表示しておりましたが、当該地域の売上

割合が減少したため、前連結会計年度より「その他の地域」として区分表示することに変更いたしまし

た。 

なお、当第２四半期連結会計期間の「その他の地域」に含まれる「タイ」の海外売上は、317,690千円であ

り、連結売上高に占める海外売上高の割合は、7.9%であります。 

   ４ 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。 

  

【海外売上高】

中国 タイ その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 1,711,975 531,849 1,340 2,245,165

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 5,508,559

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

31.1 9.7 0.0 40.8

中国 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 1,123,538 317,690 1,441,228

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 3,988,377

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

28.2 7.9 36.1
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）中国 

（2）タイ 

（3）その他の地域・・・台湾 

   ３ 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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）中国 

（2）その他の地域・・・タイ 

   ３ 地域区分の表示の変更 

  前第３四半期連結累計期間まで、タイ地域は「タイ」として区分表示しておりましたが、当該地域の売上

割合が減少したため、前連結会計年度より「その他の地域」として区分表示することに変更いたしまし

た。 

なお、当第２四半期連結累計期間の「その他の地域」に含まれる「タイ」の海外売上は、513,437千円であ

り、連結売上高に占める海外売上高の割合は、6.4%であります。 

   ４ 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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

中国 タイ その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 3,315,764 1,089,909 1,340 4,407,013

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 11,129,667

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

29.8 9.8 0.0 39.6

中国 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 2,459,951 513,437 2,973,388

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 7,970,799

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

30.9 6.4 37.3

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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