
平成22年5月20日

   
  

(訂正・数値データ訂正あり)「平成22年3月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

  
  
平成22年5月14日付にて発表いたしました「平成22年3月期 決算短信」の記載に一部誤りがありましたの

で、下記のとおり訂正いたします。 

 なお、訂正箇所は下線で表示しております。 

  

記 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

(2) 個別財政状態 

各  位
会社名 ヤマト・インダストリー株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩本 英親

（JASDAQ・ コード7886 ）
問合せ先 責任者役職名 取締役経営企画室長

氏 名 石川 恵一
（TEL 03‐3834‐3111）

【訂正前】 (百万円未満切捨て)

1.22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

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 ％ ％ ％

22年3月期 △53 89 ─ ─ △34.5 △3.3 △1.0

21年3月期 △216 50 ─ ─ △50.2 △2.8 △0.9

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

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

22年3月期 △281 674 △565 783

21年3月期 689 316 △1,338 945

(参考) 個別業績の概要

1.22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

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

22年3月期 △33 18 ─ ─

21年3月期 △175 74 ─ ─

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 5,577 1,791 32.1 178 20

 21年3月期 6,133 1,746 28.5 310 49



  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

(2) 個別財政状態 

 
  

【訂正後】 (百万円未満切捨て)

1.22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

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 ％ ％ ％

22年3月期 △72 42 ─ ─ △34.5 △3.3 △1.0

21年3月期 △216 50 ─ ─ △50.2 △2.8 △0.9

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

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

22年3月期 △299 692 △565 783

21年3月期 689 316 △1,338 945

(参考) 個別業績の概要

1.22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

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

22年3月期 △33 19 ─ ─

21年3月期 △175 74 ─ ─

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 5,577 1,791 32.1 178 18

 21年3月期 6,133 1,746 28.5 310 49



(4ページ) 

【訂正前】 

（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、2億81百万円となり前連結会計年度に比べ9億70百万円減少しまし

た。 

 これは主に、税金等調整前当期純損失で5億3百万円、各種引当金等の減少で2億48百万円、構造改革

に伴う関連費用支出で97百万円や希望退職募集にかかる特別退職金23百万円等によるものです。 

（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、6億74百万円となり前連結会計年度と比べ3億57百万円増加しまし

た。 

 主な内容は、有形固定資産の売却による収入が5億91百万円、子会社株式売却による収入で91百万

円、また構造改革の一環として実施した投資有価証券の売却による収入で1億17百万円の収入があった

ことによるものです。 

  

【訂正後】 

（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、2億99百万円となり前連結会計年度に比べ9億88百万円減少しまし

た。 

 これは主に、税金等調整前当期純損失で5億3百万円、各種引当金等の減少で2億48百万円、構造改革

に伴う関連費用支出で97百万円や希望退職募集にかかる特別退職金23百万円等によるものです。 

（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、6億92百万円となり前連結会計年度と比べ3億75百万円増加しまし

た。 

 主な内容は、有形固定資産の売却による収入が5億91百万円、子会社株式売却による収入で91百万

円、また構造改革の一環として実施した投資有価証券の売却による収入で1億17百万円の収入があった

ことによるものです。 

  

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析



【訂正前】 

 

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △1,208,803 △503,921

減価償却費 568,438 451,397

減損損失 805,153 223,220

負ののれん償却額 △834 △770

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,376 9,436

貸倒引当金の増減額（△は減少） 42,700 △64,061

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,234 △52,523

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,300 △68,390

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △63,161

受取利息及び受取配当金 △8,269 △4,610

支払利息 114,014 106,757

株式交付費 － 1,674

為替差損益（△は益） △4,734 △9,163

固定資産処分損益（△は益） 1,819 20,716

固定資産売却損益（△は益） △7,816 △113,078

投資有価証券売却損益（△は益） △1,216 △19,074

投資有価証券評価損益（△は益） 3,651 －

関係会社株式売却損益（△は益） 16,064 △74,963

受取保険金 △13,923 △5,000

ゴルフ会員権評価損 4,500 －

事業構造改善費用 － 97,514

特別退職金 － 23,456

売上債権の増減額（△は増加） 997,861 299,252

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,236 279,243

仕入債務の増減額（△は減少） △737,003 △750,855

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,049 △59,377

関係会社清算損益（△は益） 46,937 －

子会社整理損 － 215,289

割引手形の増減額（△は減少） 133,430 －

その他 192,537 1,756

小計 861,783 △59,234

利息及び配当金の受取額 8,269 4,610

利息の支払額 △134,265 △104,481

保険金の受取額 13,923 5,000

法人税等の支払額 △59,923 △6,064

事業構造改善費用の支払額 － △97,514

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 689,788 △281,141

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △22,505 △6,000

定期預金の払戻による収入 255,624 12,277

投資有価証券の取得による支出 △1,725 △1,608

投資有価証券の売却による収入 239,893 117,918

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ ※2 91,562

有形固定資産の取得による支出 △450,782 △152,680

有形固定資産の売却による収入 131,897 591,983

投資その他の資産の増減額（△は増加） 174,869 －



貸付けによる支出 △1,482 －

貸付金の回収による収入 3,312 150

子会社株式の取得による支出 △60 －

その他 △12,396 20,805

投資活動によるキャッシュ・フロー 316,644 674,407

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） △705,346 △498,362

長期借入金の返済による支出 △867,976 △331,487

長期借入れによる収入 491,168 －

社債の償還による支出 △200,000 －

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 △38,669 △43,413

配当金の支払額 △16,940 △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 △1,338,211 △565,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 △180,974 10,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △512,753 △161,744

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期末残高 ※1 945,451 ※1 783,707



【訂正後】 

 

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △1,208,803 △503,921

減価償却費 568,438 451,397

減損損失 805,153 223,220

負ののれん償却額 △834 △770

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,376 9,436

貸倒引当金の増減額（△は減少） 42,700 △64,061

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,234 △52,523

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,300 △68,390

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △63,161

受取利息及び受取配当金 △8,269 △4,610

支払利息 114,014 106,757

株式交付費 － 1,674

為替差損益（△は益） △4,734 △9,163

固定資産処分損益（△は益） 1,819 21,028

固定資産売却損益（△は益） △7,816 △113,078

投資有価証券売却損益（△は益） △1,216 △19,074

投資有価証券評価損益（△は益） 3,651 －

関係会社株式売却損益（△は益） 16,064 △74,963

受取保険金 △13,923 △5,000

ゴルフ会員権評価損 4,500 －

事業構造改善費用 － 97,514

特別退職金 － 23,456

売上債権の増減額（△は増加） 997,861 294,164

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,236 279,243

仕入債務の増減額（△は減少） △737,003 △750,855

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,049 △59,377

関係会社清算損益（△は益） 46,937 215,289

割引手形の増減額（△は減少） 133,430 －

その他 192,537 △7,065

小計 861,783 △72,832

利息及び配当金の受取額 8,269 4,610

利息の支払額 △134,265 △104,481

保険金の受取額 13,923 5,000

法人税等の支払額 △59,923 △10,341

事業構造改善費用の支払額 － △97,514

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 689,788 △299,016

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △22,505 △6,000

定期預金の払戻による収入 255,624 12,277

投資有価証券の取得による支出 △1,725 △1,608

投資有価証券の売却による収入 239,893 117,918

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ ※2 91,562

有形固定資産の取得による支出 △450,782 △152,680

有形固定資産の売却による収入 131,897 591,671

投資その他の資産の増減額（△は増加） 174,869 －

貸付けによる支出 △1,482 －

貸付金の回収による収入 3,312 150



子会社株式の取得による支出 △60 －

その他 △12,396 38,992

投資活動によるキャッシュ・フロー 316,644 692,282

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） △705,346 △498,362

長期借入金の返済による支出 △867,976 △331,487

長期借入れによる収入 491,168 －

社債の償還による支出 △200,000 －

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 △38,669 △43,413

配当金の支払額 △16,940 △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 △1,338,211 △565,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 △180,974 10,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △512,753 △161,744

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期末残高 ※1 945,451 ※1 783,707



(32ページ) 

  

連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

【訂正前】 

 
  

【訂正後】 

 
  

(55ページ) 

【訂正前】 

 
  

【訂正後】 

 
  

  

(関連当事者情報)

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(百万円)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 310円 49銭 １株当たり純資産額 178円 20銭

１株当たり当期純損失 175円 74銭 １株当たり当期純損失 33円 18銭

 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株あたり当期純損失であり、また、潜在株式

がないため記載をしておりません。

 また、算定上の基礎となる当事業年度における当期純

損失は、988,393千円、普通株式に係る当期純損失は、

988,393千円、期中平均株式数は、5,624千株でありま

す。

 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株あたり当期純損失であり、また、潜在株式

がないため記載をしておりません。

 また、算定上の基礎となる当事業年度における当期純

損失は、248,274千円、普通株式に係る当期純損失は、

248,274千円、期中平均株式数は、7480千株でありま

す。

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 310円 49銭 １株当たり純資産額 178円 18銭

１株当たり当期純損失 175円 74銭 １株当たり当期純損失 33円 19銭

 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株あたり当期純損失であり、また、潜在株式

がないため記載をしておりません。

 また、算定上の基礎となる当事業年度における当期純

損失は、988,393千円、普通株式に係る当期純損失は、

988,393千円、期中平均株式数は、5,624千株でありま

す。

 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株あたり当期純損失であり、また、潜在株式

がないため記載をしておりません。

 また、算定上の基礎となる当事業年度における当期純

損失は、248,274千円、普通株式に係る当期純損失は、

248,274千円、期中平均株式数は、7480千株でありま

す。


