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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 11,461 △31.0 △203 ― △287 ― △353 ―

21年3月期第3四半期 16,617 ― △4 ― △79 ― △211 ―

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3四半期 △53.28 ―

21年3月期第3四半期 △37.67 ―

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3四半期 6,473 1,501 23.2 149.33
21年3月期 12,354 2,746 22.0 481.15

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,501百万円 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  有  
 

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 0.00

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 14,800 ― △205 ― △305 ― △370 ― △36.80
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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) 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  無  
（注）詳細は、5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 

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3四半期 10,171,797株 21年3月期  5,741,797株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  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3四半期 10,053,729株 21年3月期第3四半期 5,595,679株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策の浸透効果も徐々にではじめ、

持直しの方向に向かいつつも、企業収益の改善には未だ至っていない状況にあります。各種景気指標では

一部に改善の兆しがみられるものの、消費の低迷は続き、雇用環境の改善には距離感を覚えるところであ

ります。本格的な景気回復は当四半期では、未だ課題を残したものと認識しております。 

 当グループの属する関連業界におきましては、従前の生産状況迄には未達ではありますが、回復の萌芽

が見えはじめ動きが活発化してまいりました。 

 このような中で、収益を確保できる事業体質への転換を進めるべく、第１四半期から取組んでまいりま

した構造改革、すなわち海外2拠点(3子会社)からの事業撤退、生産拠点の統廃合(第２四半期)、希望退職

者の募集(第３四半期)、処分可能資産の売却(上場株式等の売却)、国内子会社の売却(第２四半期)、夏季

ならびに冬季賞与の不支給さらに組織変更など、本社機能の移転を最後に一連の施策を終了いたしまし

た。 

こうした施策を遂行する中で、当第３四半期連結累計期間の営業成績につきましては、売上の回復は見

られたものの、上半期の低迷が尾をひいたこと、また経費節減効果におきましても上半期の影響が残り、

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、千代田工場の減損や人員削減による固定費の削減効果がわずかに留まったこともあ

って厳しい結果となりました。この結果、 

売上高は114億61百万円（前年同四半期は166億17百万円）、営業損失は2億3百万円（前年同四半期は4

百万円）、経常損失は2億87百万円（前年同四半期は79百万円）、当第３四半期純損失は3億53百万円（前

年同四半期は2億11百万円）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、主力のＯＡ部品はで前年同期の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割減となる中、住設機器では前四半期比増加するなど売上の減少に歯止めがかか

り、情報通信機器でも増勢に転じるなどここにきて明るい兆しがあらわれてきております。他方で上

半期の低迷が尾を引いており、当第３四半期累計期間では経費削減効果も緩やかに推移したことや、

海外におきましても閉鎖した現地拠点の操業停止に加え競争激化の影響もあって、この結果、売上高

は98億37百万円(前年同四半期は145億19百万円)、営業損失は1億87百万円(前年同四半期は営業利益

41百万円)となりました。 

  [物流機器関連事業]  

当四半期での大口受注の影響もあり売上面で好転の兆しも見えつつありますが、当第３四半期累計

期間では、前年同四半期実績には及ばず、この結果、売上高は16億23百万円(前年同四半期は20億98

百万円)、営業損失は16百万円(前年同四半期は営業損失45百万円)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] 

売上高は74億9百万円(前年同四半期は103億56百万円)、営業損失は1億11百万円(前年同四半期は営

業利益71百万円)となりました。 

  [タイ]  

売上高は5億30百万円(前年同四半期は15億40百万円)、営業損失は22百万円(前年同四半期は営業損

失85百万円)となりました。 

  [中国] 

売上高は35億21百万円(前年同四半期は47億20百万円)、営業損失は90百万円(前年同四半期は営業

損失40百万円)となりました。 

・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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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

資産合計は64億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億79百万円減少いたしました。これは

主に、現金及び預金の減少3億27百万円、受取手形及び売掛金の減少4億14百万円、棚卸資産の減少6

億42百万円、有形固定資産の減少13億49百万円、投資その他の資産の減少1億70百万円等によるもの

です。 

 （負債） 

負債合計は、49億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億96百万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13億22百万円、短期借入金の減少5億43百万円、その他流動負債

の減少3億93百万円、長期借入金の減少3億23百万円、役員退職慰労引当金の減少92百万円等によるも

のです。 

 （純資産） 

純資産は、15億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ83百万円減少いたしました。これは、主

に資本金の増加1億55百万円、資本剰余金の増加3億10百万円、利益剰余金の減少3億53百万円等によ

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、3億87百万円（前年同四半期に営業活動の結果得られた資金は、6

億74百万円）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権の増加ならび

に減損損失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、5億62百万円（前年同四半期に投資活動で支出した資金は、1億90

百万円）となりました。これは主に、連結対象子会社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、4億85百万円（前年同四半期に財務活動の結果支出した資金は、7

億87百万円）となりました。これは主に、株式の発行による収入、短期借入金及び長期借入金ならび

にリース債務の返済によるものです。 

  

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会

計年度末に比べ3億11百万円減少し、6億33百万円となりました。 

  

直近の経営環境などを鑑み、平成21年11月13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

については、平成22年2月15日発表の「特別損失の発生ならびに平成22年3月期業績予想および配当予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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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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３四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

ヤマト・インダストリー（株）（7886）平成22年3月　第3四半期決算短信

5



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 643,063 970,579

受取手形及び売掛金 2,318,991 2,733,118

商品及び製品 367,912 754,135

仕掛品 174,447 277,042

原材料及び貯蔵品 217,664 371,045

その他 220,300 269,659

貸倒引当金 △6,410 △12,565

流動資産合計 3,935,969 5,363,015

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 429,315 1,001,876

機械装置及び運搬具（純額） 657,789 1,126,787

土地 954,339 1,184,021

リース資産（純額） 67,815 117,503

建設仮勘定 － 244

その他（純額） 50,737 79,473

有形固定資産合計 2,159,998 3,509,907

無形固定資産 35,682 68,255

投資その他の資産   

投資有価証券 207,008 296,726

その他 146,105 287,824

貸倒引当金 △10,849 △71,935

投資その他の資産合計 342,264 512,616

固定資産合計 2,537,944 4,090,779

資産合計 6,473,913 9,453,794

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,389,716 3,712,606

短期借入金 1,515,898 2,059,826

未払法人税等 9,329 42,371

賞与引当金 2,651 69,233

事業整理損失引当金 50,590 67,127

その他 382,340 775,857

流動負債合計 4,350,526 6,727,023

固定負債   

長期借入金 358,850 682,004

退職給付引当金 108,046 145,821

役員退職慰労引当金 57,540 149,802
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 － 849

その他 97,656 163,846

固定負債合計 622,093 1,142,323

負債合計 4,972,619 7,869,346

純資産の部   

株主資本   

資本金 927,623 772,573

資本剰余金 785,172 630,122

利益剰余金 94,579 448,337

自己株式 △22,414 △22,372

株主資本合計 1,784,960 1,828,661

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,033 11,978

繰延ヘッジ損益 － △550

為替換算調整勘定 △277,633 △266,195

評価・換算差額等合計 △283,666 △254,768

少数株主持分 － 10,554

純資産合計 1,501,294 1,584,447

負債純資産合計 6,473,913 9,453,794
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,617,395 11,461,247

売上原価 14,762,755 10,284,501

売上総利益 1,854,639 1,176,745

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 390,856 251,589

給料及び賞与 681,087 508,443

賞与引当金繰入額 18,989 1,651

退職給付費用 37,609 46,475

貸倒引当金繰入額 41,900 850

その他 688,270 571,694

販売費及び一般管理費合計 1,858,713 1,380,703

営業損失（△） △4,074 △203,958

営業外収益   

受取利息 2,339 1,277

受取配当金 6,492 3,225

負ののれん償却額 617 602

持分法による投資利益 59,038 －

受取手数料 30,000 －

その他 47,344 49,352

営業外収益合計 145,832 54,457

営業外費用   

支払利息 95,342 86,308

株式交付費 － 1,674

為替差損 92,937 21,787

その他 32,971 28,538

営業外費用合計 221,252 138,308

経常損失（△） △79,494 △287,809

特別利益   

固定資産売却益 2,232 114,334

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 － 3,467

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 － 49,872

その他 － 7,478

特別利益合計 16,155 339,458
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

減損損失 － 210,341

固定資産売却損 2,091 －

固定資産除却損 1,321 21,028

投資有価証券売却損 37,433 －

事業構造改善費用 － 94,113

ゴルフ会員権評価損 3,550 －

特別退職金 － 23,456

本社移転費用 － 5,197

その他 － 10,462

特別損失合計 44,397 364,599

税金等調整前四半期純損失（△） △107,735 △312,950

法人税、住民税及び事業税 54,340 8,546

過年度法人税等 － 16,243

法人税等調整額 55,086 14,451

法人税等合計 109,427 39,241

少数株主損失（△） △6,000 1,566

四半期純損失（△） △211,162 △353,758
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,487,727 3,490,448

売上原価 4,906,195 3,112,873

売上総利益 581,532 377,574

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 117,120 82,801

給料及び賞与 254,726 136,589

賞与引当金繰入額 △28,745 1,651

退職給付費用 12,202 16,933

貸倒引当金繰入額 △1,045 850

その他 221,638 150,094

販売費及び一般管理費合計 575,896 388,920

営業利益又は営業損失（△） 5,636 △11,345

営業外収益   

受取利息 144 118

受取配当金 2,734 1,398

負ののれん償却額 205 168

その他 8,906 19,769

営業外収益合計 11,990 21,454

営業外費用   

支払利息 30,366 31,639

株式交付費 － 1,674

為替差損 56,228 △3,090

その他 9,437 120

営業外費用合計 96,031 30,344

経常損失（△） △78,404 △20,235

特別利益   

固定資産売却益 1,639 33,479

貸倒引当金戻入額 － △1,222

役員退職慰労引当金戻入額 － △2,057

その他 － △1,413

特別利益合計 1,639 28,787
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(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

減損損失 － 188,514

固定資産売却損 2,091 －

固定資産除却損 － 23

事業構造改善費用 － 23,966

ゴルフ会員権評価損 450 －

特別退職金 － 22,701

本社移転費用 － 5,197

その他 － 5,812

特別損失合計 2,541 246,216

税金等調整前四半期純損失（△） △79,307 △237,664

法人税、住民税及び事業税 △24,669 3,216

過年度法人税等 － 6,789

法人税等調整額 24,565 △8,059

法人税等合計 △103 1,947

少数株主損失（△） △1,308 －

四半期純損失（△） △77,895 △239,611
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △107,735 △312,950

減価償却費 441,740 368,617

減損損失 － 210,341

負ののれん償却額 － △602

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,125 4,765

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,899 △63,156

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,511 △49,872

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,709 △69,870

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △16,537

受取利息及び受取配当金 △8,832 △4,503

支払利息 95,342 86,308

株式交付費 － 1,674

為替差損益（△は益） △1,760 2,365

固定資産売却損益（△は益） － △114,334

固定資産除却損 － 21,028

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 3,550 －

事業構造改善費用 － 94,113

特別退職金 － 23,456

売上債権の増減額（△は増加） 451,217 416,759

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,395 380,243

仕入債務の増減額（△は減少） △213,473 △627,296

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,900 △27,536

割引手形の増減額（△は減少） △146,246 △423,777

前払年金費用の増減額（△は増加） 23,088 －

その他 366,131 △73

小計 827,712 △188,633

利息及び配当金の受取額 8,832 4,503

利息の支払額 △102,730 △84,822

保険金の受取額 － 5,000

法人税等の支払額 △59,796 △6,064

事業構造改善費用の支払額 － △94,113

特別退職金の支払額 － △23,456

営業活動によるキャッシュ・フロー 674,017 △387,587
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 － △13,650

定期預金の払戻による収入 7,271 19,915

投資有価証券の取得による支出 △1,278 △1,247

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 △525,188 △204,383

有形固定資産の売却による収入 102,936 580,961

投資その他の資産の増減額（△は増加） △4,061 11,676

貸付けによる支出 △1,570 －

貸付金の回収による収入 2,891 120

その他 △9,036 7,052

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,742 562,218

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） △349,761 △431,876

長期借入金の返済による支出 △600,992 △330,349

長期借入れによる収入 280,950 －

社債の償還による支出 △100,000 －

株式の発行による収入 － 308,425

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 － △30,871

配当金の支払額 △16,872 △27

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 △787,123 △485,027

現金及び現金同等物に係る換算差額 △96,815 △1,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △400,664 △311,950

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 1,057,540 633,501
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当社グループは当第３四半期連結累計会計期間においても、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、とりわけ製造業においてはその直撃

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（第１四半期～第２四

半期）、生産拠点の統廃合（第２四半期）ならびに希望退職者の募集（第２四半期）また、換金可能

資産の処分(上場株式等の売却、 第２四半期)、構造改革の仕上げとして本社移転を実施し支払賃料

の削減を進めてまいりました。 

また、連結子会社であった大和樹脂株式会社の株式の売却（第２四半期）に加え第２四半期に締結

した第三者割当増資の払込を受け（払込金額310,100千円）財務面での基盤強化・安定化を実現いた

しました。併せて取引金融機関からも、新たな弁済計画の大枠に対しご同意をいただき、期日変更契

約締結も概ね終了致しました。 

一方で、売上増強策として計画している永田紙業グループとの包括的な業務提携、すなわち同社の

取引先への当社製品の販売や当社の取引先へ同社を紹介してのリサイクル品の回収、看板事業での共

同開発、物流機器関連の新事業進出などいくつかの施策で具体化に向けて既に動きはじめております

が、これらの寄与により営業損益の回復の兆しは見えつつも、黒字化に向けてもう一段の経費削減や

一部施策の着手時期の遅れなど、若干の課題を残したこと及び弁済計画で求められる手続面で一部未

了があることから継続企業の前提に関する重要な不確実性は、依然として認められます。 

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３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31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、資産は減少しております。なお、前連結会計年度末の合成樹脂成形関連事業

に含まれる同社の金額は1,236,545千円であります。 

  

(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 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,562,852 924,875 5,487,727 ― 5,487,727

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 4,562,852 924,875 5,487,727 ─ 5,487,727

営業利益又は営業損失(△) △ 2,268 7,905 5,636 ─ 5,636

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

2,597,220 893,227 3,490,448 ─ 3,490,448

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,597,220 893,227 3,490,448 ─ 3,490,448

営業利益又は営業損失(△) △ 40,116 28,771 △ 11,345 ─ △ 11,345
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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２四半期連結累計期間において、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、資産は減少しております。なお、前連結会計年度末の合成樹脂成形関連事業

に含まれる同社の金額は1,236,545千円であります。 

  

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

14,519,245 2,098,149 16,617,395 ― 16,617,395

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 14,519,245 2,098,149 16,617,395 ─ 16,617,395

営業利益又は営業損失(△) 41,735 △ 45,809 △ 4,074 ─ △ 4,074

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

9,837,891 1,623,356 11,461,247 ─ 11,461,247

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ ─ ─ ― ─

計 9,837,891 1,623,356 11,461,247 ─ 11,461,247

営業損失(△) △ 187,472 △ 16,485 △ 203,958 ─ △ 203,958
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前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31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

3,625,028 450,303 1,412,395 5,487,727 ― 5,487,727

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

28,179 24,189 91,268 143,636 (143,636) ―

計 3,653,207 474,493 1,503,664 5,631,364 (143,636) 5,487,727

営業利益又は営業損失(△) 67,901 △ 39,477 △ 34,917 △ 6,494 12,130 5,636

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

2,411,749 16,926 1,061,772 3,490,448 ― 3,490,448

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

40,927 △ 115 66,690 107,502 (107,502) ―

計 2,452,676 16,811 1,128,463 3,597,951 (107,502) 3,490,448

営業利益又は営業損失(△) △ 2,426 14,333 △ 35,260 △ 23,353 12,007 △ 11,345
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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

10,356,895 1,540,213 4,720,286 16,617,395 ― 16,617,395

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

113,684 80,066 241,761 435,512 (435,512) ―

計 10,470,580 1,620,279 4,962,047 17,052,907 (435,512) 16,617,395

営業利益又は営業損失(△) 71,033 △ 85,997 △ 40,758 △ 55,722 51,647 △ 4,074

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

7,409,159 530,364 3,521,723 11,461,247 ― 11,461,247

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

111,364 44,905 199,909 356,179 (356,179) ―

計 7,520,524 575,269 3,721,633 11,817,427 (356,179) 11,461,247

営業損失(△) △ 111,677 △ 22,963 △ 90,509 △ 225,150 21,192 △ 203,958
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前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31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３四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、20,664千円であ

り、連結売上高に占める海外売上高の割合は、0.6%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) 1,409,462 450,303 1,420 1,861,186

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 5,487,727

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.7 8.2 0.0 33.9

中国 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 1,061,772 20,664 1,082,437

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 3,490,448

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

30.4 0.6 31.0
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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３四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、534,102千円であ

り、連結売上高に占める海外売上高の割合は、4.7%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。 

  

中国 タイ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,725,227 1,540,213 2,760 6,268,200

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 16,617,395

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

28.4 9.3 0.0 37.7

中国 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 3,521,723 534,102 4,055,826

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 11,461,247

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

30.7 4.7 35.4
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当社は、平成21年10月29日付けで、永田紙業株式会社、明成物流株式会社、美吉野化工株式会社、森

川正幸様、森川幸洋様から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期連結累計期

間において資本金が155,050千円、資本準備金が155,050千円増加し、当第３四半期連結累計期間末にお

いて資本金が927,623千円、資本準備金が785,132千円となっております。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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