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

 (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 ％

23年３月期第１四半期 3,512 △11.8 101 ─ 64 ─ 44 ─

22年３月期第１四半期 3,982 △29.2 △91 ─ △104 ─ △10 ─

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 4.39 ─

22年３月期第１四半期 △1.85 ─

 (2) 連結財政状態

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 6,518 1,616 24.8 160.82

22年３月期 6,331 1,569 24.8 156.11

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,616百万円 22年３月期 1,569百万円

2. 配当の状況

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 ─ 0 00 0 00

 23年３月期 ─

 23年３月期(予想) 0 00 ─ 0 00 0 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％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) 7,000 △12.2 130 ─ 70 ─ 50 ─ 4 97

通期 14,000 △4.9 190 ─ 110 ─ 130 ─ 12 93



 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

  

・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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ─ 社 (           )、除外 ─ 社 (           )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 10,171,797株 22年３月期 10,171,797株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 118,367株 22年３月期 118,367株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 10,053,430株 22年３月期１Ｑ 5,623,930株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………４ 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………４ 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………４ 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………４ 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ………………………………………４ 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………６ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………６ 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………８ 

【第１四半期連結累計期間】 …………………………………………………………８ 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………９ 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………10 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………11 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………13 

  

○添付資料の目次

ヤマト・インダストリー（株）（7886）平成23年3月　第１四半期決算短信

1



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、欧州の政府債務に対する市場の不安や米国の景気

回復の遅れ等の懸念材料はあるものの、アジアの新興諸国、特に中印の経済成長に支えられた輸出の好

調さと相俟って、政府による経済対策（減税や補助金等）の浸透効果もあり個人消費を中心に概ね堅調

に推移するようになりました。各種景気指標をみても、回復基調が感じられ、景気回復も当四半期で

は、本格化に向けて一歩近づいてまいりました。 

 当社グループをとりまく業界におきましても、ＯＡ関係で新機種投入に向けたモデルチェンジの準備

体制が整ったり、自動車業界で減税や補助金等の政策対応効果が浸透するなど、需要回復の動きが活発

化してまいりました。 

 当社グループにおきましては、収益を確保できる事業体質への転換を進めるべく、昨年には構造改革

を終了させ、再生への礎を築いたところであります。 

 当第１四半期連結会計期間の営業成績につきましては、期初からのスタートダッシュの効果もあり、

売上高は35億12百万円（前年同四半期は39億82百万円）と前年同期を下回っておりますが、昨年株式を

売却した大和樹脂ならびに拠点閉鎖したサイアムヤマト、上海大和の売上高を考慮すると、実質的には

前年同期を上回る売上高を確保いたしました。 

 一方で構造改革による固定費等の削減の効果が今期に入ってより顕著に現れたため、営業利益では１

億１百万円（前年同四半期は営業損失91百万円）、経常利益は64百万円（前年同四半期は経常損失１億

４百万円）、当第１四半期純利益は44百万円（前年同四半期は純損失10百万円）と黒字転換することが

できました。 

  

 セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用してお

りますが、セグメントの区分を従来から変更していないため、前年同期比の表示を記載しております。

  

[合成樹脂成形関連事業]  

国内におきましては、主力のＯＡ機器部品においては売上高では前年同期比微減でありますが、金

型等の好調さもあり、粗利益では大幅増となりました。また、セールスプロモーション製品や自動車

部品におきましては、前年同期比売上増加、住設機器や家電部品、情報通信関連用品では前年同期比

売上減少となっております。 

 一方海外におきましては、昨年６月までサイアムヤマトと上海大和の２拠点で稼動しておりました

が、本年はこれらの拠点閉鎖による影響もあり、前年同期比売上減少となっております。 

 これらの結果、売上高は31億18百万円(前年同四半期は35億96百万円)、セグメント利益は１億28百

万円(前年同四半期はセグメント損失71百万円)となりました。 

[物流機器関連事業]  

小口先を中心としたきめ細かな営業展開により、売上高は、ほぼ前年同期並みの３億93百万円(前

年同四半期は３億85百万円)となりましたが、競争激化で粗利の低水準をカバーできず、セグメント

損失は26百万円(前年同四半期はセグメント損失20百万円)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65億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億86百万円増加いたしました。これは

主に、現金及び預金の増加１億60百万円、受取手形及び売掛金の増加１億98百万円の一方で、棚卸資

産の減少23百万円、有形固定資産の減少59百万円、投資その他の資産の減少45百万円等によるもので

す。 

(負債) 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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負債合計は49億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億39百万円増加いたしました。これは

主に、支払手形及び買掛金の増加１億17百万円、その他流動負債の増加１億26百万円の一方で、短期

借入金の減少68百万円、長期借入金の減少31百万円等によるものです。 

(純資産) 

純資産は16億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円増加いたしました。これは主に、

利益剰余金の増加44百万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) 

営業活動の結果得られた資金は、２億34百万円（前年同四半期に営業活動の結果得られた資金は、

49百万円）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益・減価償却費・減損損失の計上で１億

39百万円の増加、売上債権・仕入債務・棚卸資産等の増減で45百万円の資金増加、消費税の戻り49百

万円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、29百万円（前年同四半期に投資活動の結果支出した資金は、13百

万円）となりました。これは主に、投資有価証券売却による収入59百万円によるものです。 

(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、１億７百万円（前年同四半期に財務活動の結果支出した資金は、

85百万円）となりました。これは主に、当社での短期借入金の返済49百万円及び香港大和での長短借

入金の返済52百万円の支出によるものです。 

 

 これらの結果、当第１四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１億59百万円増加し、９億43百万円となりました。 

  

直近の経営環境などを鑑み、22年５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。詳細に

ついては、平成22年８月12日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

○棚卸資産の評価方法 

当第１四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。 

○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。 

  

○資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「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、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

○表示方法の変更 

 (四半期連結損益計算書関係) 

前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、当第

１四半期連結累計期間より区分掲記することといたしました。なお、前第１四半期連結累計期間の営

業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は914千円であります。 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目で表示しております。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第１四半期連結累計期間において「割引手形の増減額（△は減少）」として表示されていたもの

は、当第１四半期連結累計期間より「売上債権の増減額（△は増加）」に含めて表示しております。

なお、当第１四半期連結累計期間における「割引手形の増減額（△は減少）」の金額は△235,319千

円であります。 

前第１四半期連結累計期間において「投資その他の資産の増減額（△は増加）」として表示されて

いたものは、当第１四半期連結累計期間より、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しております。なお、当第１四半期連結累計期間における「投資その他の資産の増減額（△

は増加）」の金額は△201千円であります。 

  

当社グループは、前連結会計年度まで、継続的に営業損失を計上しておりましたが、当第１四半期連

結会計期間においては、営業利益を計上し、また営業キャッシュ・フローも増加に転じることができま

した。しかしながら、継続して営業利益を計上するには今しばらく時間がかかること、また借入金の返

済面での困難性は引続き解消するまでには至っていないことから、これらを原因とする、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。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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 当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、昨年、約１年近くかけて、海外拠点の一部からの事業

撤退、生産拠点の統廃合ならびに希望退職者の募集、また換金可能資産の処分(上場株式・遊休不動産

等の売却)、本社移転等の構造改革を強力に進め、固定費圧縮を中心とした経費削減に努めてまいりま

した。 

 また、これと同時に、連結子会社であった大和樹脂㈱の株式の売却に加え、昨年10月の第三者割当増

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、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終了致しました。 

 こうしたことを背景に、期初から全社員一丸となってダッシュした効果もあり、売上高の回復に伴

い、営業利益は黒字化を達成することができ、次回の約定期限からは借入金の返済も実施できる見通し

も立つところにまできております。永田紙業㈱グループとの業務提携を進めるなかで、業績面では、第

２四半期も引続き好調に推移する予定でありますが、当社における継続企業の前提に重要な不確実性は

完全には払拭されておらず、現状でも不確定要素が残っているため、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況は、未だ存在しております。 
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 954,098 793,257

受取手形及び売掛金 2,229,244 2,030,967

商品及び製品 407,130 430,929

仕掛品 180,950 194,643

原材料及び貯蔵品 264,127 249,646

その他 163,393 204,466

貸倒引当金 △6,008 △5,654

流動資産合計 4,192,936 3,898,256

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 404,871 416,564

機械装置及び運搬具（純額） 597,434 639,222

土地 942,206 942,206

リース資産（純額） 42,816 44,814

建設仮勘定 － 1,428

その他（純額） 42,876 45,341

有形固定資産合計 2,030,205 2,089,576

無形固定資産 32,925 36,078

投資その他の資産

投資有価証券 116,517 171,926

その他 156,887 146,768

貸倒引当金 △10,834 △10,834

投資その他の資産合計 262,570 307,861

固定資産合計 2,325,700 2,433,516

資産合計 6,518,637 6,331,772

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,439,457 2,322,312

短期借入金 1,391,544 1,459,897

未払法人税等 5,386 9,163

事業整理損失引当金 3,966 3,966

その他 490,693 364,203

流動負債合計 4,331,048 4,159,543

固定負債

長期借入金 312,129 343,879

退職給付引当金 117,391 112,729

役員退職慰労引当金 60,580 59,020

その他 80,682 87,111

固定負債合計 570,783 602,740

負債合計 4,901,832 4,762,284

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 785,172 785,172

利益剰余金 △49,279 △93,414

自己株式 △22,414 △22,414

株主資本合計 1,641,101 1,596,966

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,581 △5,011

繰延ヘッジ損益 △953 357
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為替換算調整勘定 △19,761 △22,824

評価・換算差額等合計 △24,296 △27,478

純資産合計 1,616,805 1,569,487

負債純資産合計 6,518,637 6,331,772
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

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

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

売上高 3,982,421 3,512,032

売上原価 3,576,812 3,013,047

売上総利益 405,609 498,985

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 84,073 109,323

給料及び賞与 183,112 128,484

賞与引当金繰入額 2,540 －

退職給付費用 14,883 12,908

貸倒引当金繰入額 289 353

その他 212,389 146,013

販売費及び一般管理費合計 497,288 397,084

営業利益又は営業損失（△） △91,678 101,901

営業外収益

受取利息 565 56

受取配当金 1,712 791

負ののれん償却額 216 －

受取賃貸料 － 1,665

為替差益 9,462 －

その他 9,612 2,332

営業外収益合計 21,569 4,845

営業外費用

支払利息 28,417 18,124

為替差損 － 17,596

その他 6,407 6,229

営業外費用合計 34,825 41,950

経常利益又は経常損失（△） △104,934 64,795

特別利益

固定資産売却益 407 －

投資有価証券売却益 3,323 －

貸倒引当金戻入額 1,285 －

賞与引当金戻入額 51,929 －

役員退職慰労引当金戻入額 76,510 －

投資有価証券受贈益 － 10,721

その他 11,422 －

特別利益合計 144,877 10,721

特別損失

減損損失 － 17,000

投資有価証券売却損 － 8,213

事業構造改善費用 23,000 610

特別損失合計 23,000 25,823

税金等調整前四半期純利益 16,942 49,693

法人税、住民税及び事業税 2,537 3,005

法人税等調整額 26,168 2,552

法人税等合計 28,705 5,558

少数株主損益調整前四半期純利益 － 44,135

少数株主損失（△） △1,349 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,413 44,135
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 16,942 49,693

減価償却費 117,857 72,679

減損損失 － 17,000

負ののれん償却額 △216 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,749 4,661

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,854 353

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,233 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △73,470 1,560

受取利息及び受取配当金 △2,278 △847

支払利息 28,417 18,124

為替差損益（△は益） △4,399 △69

固定資産処分損益（△は益） 6 －

固定資産売却損益（△は益） △407 －

投資有価証券売却損益（△は益） △3,323 8,213

事業構造改善費用 － 610

投資有価証券受贈益 － △10,721

売上債権の増減額（△は増加） 916,172 △152,371

たな卸資産の増減額（△は増加） 271,517 26,414

仕入債務の増減額（△は減少） △635,594 114,868

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,850 49,811

割引手形の増減額（△は減少） △410,821 －

その他 △53,318 64,389

小計 73,895 264,370

利息及び配当金の受取額 2,278 847

利息の支払額 △25,558 △20,934

法人税等の支払額 △1,551 △8,717

事業構造改善費用の支払額 － △610

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,063 234,954

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 △4,550 △1,050

定期預金の払戻による収入 11,567 －

投資有価証券の取得による支出 △392 △240

投資有価証券の売却による収入 50,963 59,587

有形固定資産の取得による支出 △68,116 △18,474

有形固定資産の売却による収入 407 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △3,530 －

貸付金の回収による収入 30 30

保険積立金の積立による支出 － △10,000

その他 － △201

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,620 29,651

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） 35,962 △70,316

長期借入金の返済による支出 △111,328 △32,564

リース債務の返済による支出 △9,589 △4,758

配当金の支払額 △8 －

少数株主への配当金の支払額 △285 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,248 △107,640

現金及び現金同等物に係る換算差額 36,207 2,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,598 159,791

現金及び現金同等物の期首残高 945,451 783,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 931,853 943,498
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当第１四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

当社グループは、前連結会計年度まで、継続して営業損失を計上しておりましたが、当第１四半期連

結会計期間においては、営業利益を計上し、また営業キャッシュ・フローも増加に転じることができま

した。しかしながら、継続して営業利益を計上するには今しばらく時間がかかること、また借入金の返

済面での困難性は引続き解消までに至っていないことから、これらを原因とする、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。 

 当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、昨年約１年近くかけて、海外拠点の一部からの事業撤

退、生産拠点の統廃合ならびに希望退職者の募集、また換金可能資産の処分(上場株式等の売却)、本社

移転等の構造改革を強力に進め、固定費圧縮を中心とした経費削減に努めてまいりました。 

 また、これと同時に、連結子会社であった大和樹脂㈱の株式の売却に加え、昨年10月の第三者割当増

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、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終了致しました。 

 こうしたことを背景に、期初からの全社員一丸となってダッシュした効果もあり、売上高の回復に伴

い、営業利益は黒字化を達成することができ、次回の約定期限からは借入金の返済も実施できる見通し

も立つところにまできております。永田紙業㈱グループとの業務提携を進めるなかで、業績面では、第

２四半期も引続き好調に推移する予定でありますが、当社における継続企業の前提に重要な不確実性は

完全には払拭されておらず、現状でも不確定要素が残っているため、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況は、未だ存在しております。 

 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、継続企業の前提に関する重要な不確

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１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６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) 

  

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

 
  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６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 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。 

３ 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 

４ 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１四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、195,747千円であ

り、連結売上高に占める海外売上高の割合は、4.9%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

3,596,817 385,603 3,982,421 ─ 3,982,421

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 3,596,817 385,603 3,982,421 ─ 3,982,421

営業利益又は営業損失(△) △71,332 △20,346 △91,678 ─ △91,678

【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

2,450,261 195,747 1,336,412 3,982,421 ─ 3,982,421

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

24,542 40,442 61,507 126,491 (126,491) ─

計 2,474,803 236,189 1,397,920 4,108,913 (126,491) 3,982,421

営業利益又は営業損失(△) △64,362 △2,282 △31,209 △97,854 6,175 △91,678

【海外売上高】

中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,336,412 195,747 1,532,160

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 3,982,421

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

33.6 4.9 38.5
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

 当社グループの報告セグメントの区分方法は、製品の種類、性質、製造方法を考慮し、「合成樹脂成形

関連事業」、「物流機器関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「合成樹脂成形関連事業」は、ＯＡ機器部品・家電部品・セールスプロモーション製品・住設機器・自

動車用品・情報通信関連用品等の製造販売をしております。 

 「物流機器関連事業」は、物流機器（コンビテナー）等の製造販売をしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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

 
(注)  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「物流機器関連事業」セグメントにおいて、営業活動から生じる損益は継続してマイナスであり、投資

額の回収が困難と見込まれるため、資産価額の帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、当

第１四半期連結累計期間における当該減損損失資産グループの計上額は、17,000千円であります。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)

四半期連結損益
計算書計上額 

 合成樹脂成形
関連事業

物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,118,496 393,536 3,512,032 ─ 3,512,032

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

8,396 ─ 8,396 △ 8,396 ─

計 3,126,892 393,536 3,520,428 △ 8,396 3,512,032

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

128,601 △ 26,700 101,901 ─ 101,901

ヤマト・インダストリー（株）（7886）平成23年3月　第１四半期決算短信

12



当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日 

 至  平成22年６月30日) 

１  発行済株式の種類及び総数 

 
  

２  自己株式の種類及び株式数 

 
  

３  新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４  配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

５  株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 10,171,797

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 118,367
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