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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 5,819 △1.0 346 26.3 357 27.5 156 △13.4

22年3月期第2四半期 5,881 △4.8 274 83.5 280 74.8 180 111.1

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2四半期 42.04 ―

22年3月期第2四半期 48.56 ―

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2四半期 7,170 3,175 44.3 853.44
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2四半期  3,175百万円 22年3月期  3,105百万円

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  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 12.50 12.50

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 11,300 1.6 540 14.4 555 18.3 260 △6.8 69.87
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(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  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2Q  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2Q  3,721,009株 22年3月期2Q  3,721,440株

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、アジア経済の堅調な推移とともに企業業績は改善傾向にあるもの

の、急激な円高の進行やその定着懸念などから先行きには不透明感も拭えない状況が続いています。 

そのようななか当社では、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2四半期累計期間における業績については、売上高は58億19百万円（前年同期比1.0％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3億46百万円（同26.3％増）、経常利益は3億57百万円（同27.5％増）を計上

いたしました。しかしながら 終的には、投資有価証券評価損57百万円等の特別損失計上により四半期純利益は1

億56百万円（同13.4％減）となりました。 

セグメント別では、容器事業は、夏の猛暑の影響により、水関連をはじめ既存容器商材等も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、47億95百万円（前年同期比5.0％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10億24百万円（同23.0％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2四半期末における総資産は71億70百万円と前事業年度末に比べ、4億9百万円増加いたしました。これは主

に、現金及び預金が2億50百万円、受取手形及び売掛金が2億63百万円ともに増加したこと等によるものです。 

また、負債は39億95百万円と前事業年度末に比べ、3億39百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び

買掛金が2億36百万円、未払法人税等が1億46百万円ともに増加したこと等によるものです。 

純資産については、31億75百万円と前事業年度末に比べて69百万円増加いたしました。これは、利益剰余金81百

万円増加、その他有価証券評価差額金12百万円減少したこと等によるものです。結果として、自己資本比率は

44.3％となりました。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期累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2億89百万円の

収入、投資活動では32百万円の収入となり、財務活動では76百万円の支出となったことから、結果として資金は2

億50百万円増加し、19億80百万円となりました。 

当第2四半期累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2四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は2億89百万円（前年同期は資金の使用4億円）とな

りました。 

これは主に、税引前四半期純利益で2億99百万円計上したものの、売上債権が2億69百万円、仕入債務が2億24百

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2四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は32百万円（前年同期は資金の獲得97百万円）とな

りました。 

これは主に、貸付金の回収による収入20百万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2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は76百万円（前年同期は資金の使用61百万円）とな

りました。 

これは主に、配当金の支払74百万円があったこと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、当第2四半期累計期間での業績の進捗状況に鑑み、平成22年10月21日付で業績

予想修正を開示しております。詳細につきましては、当該開示文書をご参照ください。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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） 

 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。 

  

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 3,280,197 3,029,686

受取手形及び売掛金 2,804,977 2,541,925

商品及び製品 154,471 144,431

原材料及び貯蔵品 5,701 6,499

その他 196,084 216,624

貸倒引当金 △4,389 △3,989

流動資産合計 6,437,043 5,935,177

固定資産   

有形固定資産 147,272 137,142

無形固定資産 17,005 20,266

投資その他の資産 569,345 668,849

固定資産合計 733,623 826,259

資産合計 7,170,667 6,761,437

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,986,320 2,749,979

短期借入金 360,000 360,000

未払法人税等 146,350 －

賞与引当金 78,536 77,407

役員賞与引当金 3,385 13,400

その他 111,175 107,799

流動負債合計 3,685,768 3,308,587

固定負債   

退職給付引当金 239,002 240,625

役員退職慰労引当金 65,127 101,171

再評価に係る繰延税金負債 5,127 5,127

固定負債合計 309,258 346,924

負債合計 3,995,026 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 2,579,709 2,497,713

自己株式 △11,519 △11,519

株主資本合計 3,182,439 3,100,444

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,273 △1,992

土地再評価差額金 7,474 7,474

評価・換算差額等合計 △6,799 5,481

純資産合計 3,175,640 3,105,926

負債純資産合計 7,170,667 6,761,437
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,881,458 5,819,989

売上原価 5,009,046 4,872,547

売上総利益 872,411 947,441

販売費及び一般管理費 598,310 601,125

営業利益 274,100 346,315

営業外収益   

受取利息 3,207 2,686

受取配当金 3,486 3,420

受取賃貸料 9,117 5,308

為替差益 － 3,899

その他 2,377 4,683

営業外収益合計 18,188 19,998

営業外費用   

支払利息 3,042 2,590

賃貸収入原価 6,683 4,725

その他 2,075 1,452

営業外費用合計 11,800 8,768

経常利益 280,487 357,544

特別利益   

固定資産売却益 22,942 －

保険解約返戻金 42,266 －

特別利益合計 65,208 －

特別損失   

固定資産除却損 502 －

投資有価証券評価損 23,982 57,177

保険解約損 － 720

特別損失合計 24,484 57,898

税引前四半期純利益 321,211 299,646

法人税、住民税及び事業税 140,497 143,230

四半期純利益 180,713 156,415
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 321,211 299,646

減価償却費 36,102 21,746

引当金の増減額（△は減少） △410,630 △47,386

受取利息及び受取配当金 △6,693 △6,106

支払利息 3,042 2,590

売上債権の増減額（△は増加） △225,351 △269,066

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,248 △9,242

仕入債務の増減額（△は減少） 38,833 224,687

その他 △38,861 34,401

小計 △317,594 251,269

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △83,347 38,649

営業活動によるキャッシュ・フロー △400,941 289,918

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 △350,000 －

定期預金の払戻による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △12,031 △4,120

有形固定資産の売却による収入 160,594 －

投資不動産の賃貸による収入 9,117 5,308

投資有価証券の取得による支出 △2,540 △25

貸付けによる支出 △72,000 －

貸付金の回収による収入 13,500 20,700

利息及び配当金の受取額 6,646 6,408

保険積立金の解約による収入 149,667 10,118

その他 △5,382 △5,871

投資活動によるキャッシュ・フロー 97,572 32,518

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 △437 －

配当金の支払額 △55,853 △74,107

利息の支払額 △3,026 △2,585

その他 △2,400 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,716 △76,693

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 4,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △365,115 250,510

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 1,599,621 1,980,197
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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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