
    

１．平成23年3月期第１四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

23年3月期第１四半期  2,822  △7.9  140  14.8  144  11.6  80  16.3

22年3月期第１四半期  3,065  0.9  122  56.7  129  57.0  69  57.2

  
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 

23年3月期第１四半期    21  59  －      

22年3月期第１四半期  18  57  －      

  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 

23年3月期第１四半期  6,976  3,116  44.7  837  60

22年3月期  6,761  3,105  45.9  834  70

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 3,116百万円 22年3月期 3,105百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －        0 00 －      20 00  20  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  0 00 －      12 50  12  50

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  5,445  △7.4  170  △38.0  175  △37.5  95  △47.2  25  50

通期  11,200  0.7  355  △24.8  360  △23.2  200  △28.3  53  50
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

  

※  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内容で歴史的事実でないものは、現時点において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。 

実際の業績等は主要市場の経済状況や為替相場の変動等の様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 3,750,000株 22年3月期 3,750,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 28,991株 22年3月期 28,991株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 3,721,009株 22年3月期１Ｑ 3,721,730株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期会計期間におけるわが国経済は、景気は全般に緩やかな回復傾向に向かいつつあると見られるもの 

の、欧州の経済危機による信用不安や米国経済の先行き不安など不透明な要素も多く、依然としてデフレ傾向が続

いています。 

このような状況のなか当社では、安定した収益を持続的に確保できる体制の強化に向け、2010～2012年度を対象

としたヤマトマテリアルとして第２次の中期経営計画を策定し、当事業年度を初年度とした３ヵ年の取り組みを進

めております。昨年度までの第１次計画において「マテリアルイノベーション」として取り組んだ、マーケットの

革新、商材の革新、組織・人材の革新を継続して推し進め、持続的な成長の実現を目指すとともに、次世代へ繋ぐ

体制の構築と利益成長体質の強化を進めます。 

容器事業におきましては、安定した収益基盤を持ち得意分野である食品関連に加え、化粧品、生活関連用品など

非食品分野においてもしっかりとした実績を築くべく、オリジナル新商品の開発・販売などを中心に積極的な取り

組みを進めてまいります。 

エレクトロニクス事業におきましては、オプトデバイス関連やパワーデバイス（ＩＧＢＴ）関連など需要が拡

大する分野を中心に取り組みを強化し、環境・エネルギー分野での新市場開拓を進めてまいります。 

当第1四半期会計期間における業績については、売上高は28億22百万円（前年同期比7.9％減）となりましたが、

売上総利益の改善等により営業利益は1億40百万円（同14.8％増）、経常利益は1億44百万円（同11.6％増）とな

り、四半期純利益は80百万円（同16.3％増）となりました。 

セグメント別では、容器事業は、既存容器商材を中心に堅調に推移いたしましたが、前年同期のような大型機械

設備の実績がなかったことから、23億64百万円（前年同期比11.2％減）の売上高となりました。エレクトロニクス

事業は、関連業界の景況感も回復傾向にあり、各社の設備投資意欲も改善されてきたことから、売上高は4億58百

万円（同13.6％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

当第1四半期末における総資産は69億76百万円と前事業年度末に比べ、2億14百万円減少いたしました。これは主

に、受取手形及び売掛金が3億15百万円増加し、現金及び預金が1億14百万円減少したこと等によるものです。 

また、負債は38億59百万円と前事業年度末に比べ、2億4百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買

掛金が2億2百万円増加したこと等によるものです。 

純資産については、31億16百万円と前事業年度末に比べて10百万円増加いたしました。これは、利益剰余金5百

万円とその他有価証券評価差額金4百万円の増加によるものです。結果として、自己資本比率は44.7％となりまし

た。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動の結果64百万円の支

出、投資活動では20百万円の収入となり、財務活動では69百万円の支出となったことから、結果として資金は前事

業年度末に比べて1億14百万円減少し、16億15百万円となりました。 

当第1四半期会計期間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） 

当第1四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は64百万円（前年同期は資金の使用2億43百万円）と

なりました。 

これは主に、税引前四半期純利益で1億43百万円を計上したものの、引当金が82百万円減少し、売上債権が3億11

百万円、仕入債務が1億85百万円ともに増加したこと等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） 

当第1四半期会計期間において投資活動の結果獲得した資金は20百万円（前年同期は資金の獲得2百万円）となり

ました。 

これは主に、貸付金の回収による収入10百万円や保険積立金の解約による収入10百万円があったこと等によるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第1四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は69百万円（前年同期は資金の使用51百万円）とな

りました。 

これは主に、配当金の支払額67百万円等によるものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 今後の業績予想につきましては、容器事業がオリジナル商品の拡充などにより順調に進捗していることに加え、

エレクトロニクス事業においても関連業界の景況感回復傾向に伴う設備投資意欲の改善などから、当初見込みを上

回り業績改善しつつあることなど、当第1四半期会計期間での業績の進捗状況に鑑み、平成22年5月13日付の平成22

年3月期決算短信における公表値から、下表のとおり修正いたします。 

  

（第2四半期累計期間） 

  

（通期） 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 棚卸資産の評価方法及び一般債権の貸倒見積高の算定方法に簡便な会計処理を、税金費用の計算について四半期

財務諸表の作成に特有の会計処理を適用しております。 

   

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

   

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

1株当たり四半期

純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 5,445 140 144 80 21.50

今回発表予想(B)  5,445 170 175 95 25.50

増減額(B-A)  － 30 31 15
  

増減率(%) － 21.4 21.5 18.8  

（ご参考） 

前期第2四半期実績 5,881 274 280 180 48.56

（平成22年3月期第2四

半期）           

  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

前回発表予想(A) 11,200 290 295 160 43.00

今回発表予想(B)  11,200 355 360 200 53.50

増減額(B-A)  － 65 65 40
  

増減率(%) － 22.4 22.0 25.0  

（ご参考）前期実績 11,124 472 469 279 75.24

（平成22年3月期）           

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,915,370 3,029,686

受取手形及び売掛金 2,857,376 2,541,925

商品及び製品 165,624 144,431

原材料及び貯蔵品 15,738 6,499

その他 225,163 216,624

貸倒引当金 △4,450 △3,989

流動資産合計 6,174,822 5,935,177

固定資産   

有形固定資産 130,763 137,142

無形固定資産 18,635 20,266

投資その他の資産 652,033 668,849

固定資産合計 801,433 826,259

資産合計 6,976,255 6,761,437

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,952,026 2,749,979

短期借入金 360,000 360,000

未払法人税等 63,283 －

賞与引当金 40,099 77,407

役員賞与引当金 1,692 13,400

その他 129,927 107,799

流動負債合計 3,547,029 3,308,587

固定負債   

退職給付引当金 244,894 240,625

役員退職慰労引当金 62,482 101,171

再評価に係る繰延税金負債 5,127 5,127

固定負債合計 312,504 346,924

負債合計 3,859,533 3,655,511

純資産の部   

株主資本   

資本金 334,430 334,430

資本剰余金 279,820 279,820

利益剰余金 2,503,640 2,497,713

自己株式 △11,519 △11,519

株主資本合計 3,106,371 3,100,444

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,876 △1,992

土地再評価差額金 7,474 7,474

評価・換算差額等合計 10,350 5,481

純資産合計 3,116,721 3,105,926

負債純資産合計 6,976,255 6,761,437
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,065,064 2,822,658

売上原価 2,642,958 2,382,141

売上総利益 422,106 440,516

販売費及び一般管理費 299,680 299,995

営業利益 122,425 140,520

営業外収益   

受取利息 1,610 1,400

受取配当金 3,217 3,144

受取賃貸料 5,511 2,654

その他 1,702 2,234

営業外収益合計 12,040 9,434

営業外費用   

支払利息 1,512 1,288

賃貸収入原価 2,719 2,384

その他 832 1,930

営業外費用合計 5,064 5,603

経常利益 129,402 144,351

特別損失   

固定資産除却損 502 －

保険解約損 － 720

特別損失合計 502 720

税引前四半期純利益 128,899 143,630

法人税、住民税及び事業税 59,794 63,283

四半期純利益 69,105 80,346
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 128,899 143,630

減価償却費 17,684 9,659

引当金の増減額（△は減少） △458,568 △82,895

受取利息及び受取配当金 △4,827 △4,545

支払利息 1,512 1,288

売上債権の増減額（△は増加） △141,189 △311,998

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,776 △34,446

仕入債務の増減額（△は減少） 200,933 185,713

その他 119,257 29,127

小計 △160,073 △64,466

法人税等の支払額 △83,349 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △243,422 △64,466

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △9,261 △3,920

投資不動産の賃貸による収入 5,511 2,654

投資有価証券の取得による支出 △2,530 －

貸付金の回収による収入 6,750 10,350

利息及び配当金の受取額 4,882 4,399

その他 △2,964 7,101

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,389 20,585

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △301 －

配当金の支払額 △49,760 △67,813

利息の支払額 △1,277 △1,278

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,338 △69,091

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △1,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,380 △114,316

現金及び現金同等物の期首残高 1,964,736 1,729,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,672,356 1,615,370
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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