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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９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２四半期 7,044 △11.6 146 ─ 66 ─ 29 ─

22年３月期第２四半期 7,970 △28.4 △192 ─ △267 ─ △114 ─

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 2 93 ─
22年３月期第２四半期 △20 30 ─

 (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２四半期 6,480 1,542 23.8 153 44

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２四半期 1,542百万円 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 ─ 0 00

23年３月期(予想) ─ 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

通期 13,950 △5.2 170 ─ 40 ─ △10 ─ △0.99



  

 
(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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

・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は終了していませ

ん。 

  

・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「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 ： 有

  新規  ─社 (         )、除外  ２社 (上海大和塑料有限公司)         

                                                    (上海大和模具有限公司)

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 10,053,430株 22年３月期２Ｑ 5,623,879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
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国景気の好調さに代表されるアジア経済の活況

に加え、米国でも景気回復の動きもあり、また、今夏の猛暑による追風や政府による経済対策（減税や

補助金等）効果も持続できたことから、個人消費が堅調に推移いたしました。ただ、長引くデフレの影

響や個人消費の回復も一過性との見方もあり、先行きの不透明さは依然として拭えない状況にありま

す。 

 当社グループをとりまく業界におきましても、ＯＡ関係では需要回復の一服感や、減税・補助金対策

が終了した自動車、依然として本格回復には距離感のある住宅設備など、業界を取巻く環境には円高、

新興国への生産シフトなど新たな先行き不透明感が台頭してまいりました。 

 当社グループにおきましては、収益体質への転換を目指して期初からスタートダッシュし、本上半期

を通じて積極的な営業を展開いたしましたが、ここに来ての先行き不透明感から、中間期末に向けて拡

大ペースは緩やかに推移いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間の営業成績につきましては、売上高は70億44百万円（前年同四半期は79億

70百万円）と前年同期を下回っておりますが、昨年、株式売却ならびに拠点閉鎖後清算した連結対象子

会社の売上高を勘案すると、実質的には前年同期を上回る水準を確保いたしました。 

 また、昨年来の構造改革による固定費等の削減効果もあり、営業利益では１億46百万円（前年同四半

期は営業損失１億92百万円）、経常利益は66百万円（前年同四半期は経常損失２億67百万円）を計上い

たしましたが、減損損失等を計上したことから当第２四半期純利益は29百万円（前年同四半期は純損失

１億14百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

 なお、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金型等の受注も寄与し、売上高では前年同期比

減少したものの、利益では前期比増加となりました。また、セールスプロモーション製品や情報通信機

器、家庭用品その他業務用品では前年同期比売上増加がみられたものの、住設機器や家電用品、自動車

部品では、前年同期比売上高は減少いたしました。 

 一方海外におきましては、海外拠点の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60億67百万円(前年同四半期は72億40百万円)、セグメント利益は１億85百万

円(前年同四半期はセグメント損失１億47百万円)となりました。 

  

 [物流機器関連事業] 

 搬送用特殊台車等の好調により、売上高は、前年同期比増加して９億76百万円(前年同四半期は７億

30百万円)となり、セグメント損失は38百万円(前年同四半期はセグメント損失45百万円)となりまし

た。 

  

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
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 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 (資産) 

 資産合計は64億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億48百万円増加いたしました。これは主 

に、現金及び預金の増加１億69百万円、受取手形及び売掛金の増加３億９百万円の一方で、棚卸資産の

減少33百万円、有形固定資産の減少１億96百万円、投資その他の資産の減少46百万円等によるもので

す。 

 (負債) 

 負債合計は49億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億75百万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２億11百万円の一方で、短期借入金の減少13百万円、長期借入金の減少

34百万円等によるものです。 

 (純資産) 

純資産は15億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ26百万円減少いたしました。これは主に、為替

換算調整勘定の減少51百万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、2億14百万円（前年同四半期では営業活動の結果支出した資金は、

１億97百万円）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２

億57百万円の増加、売上債権・仕入債務・棚卸資産等の増減で43百万円の資金減少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、13百万円（前年同四半期に投資活動の結果得られた資金は、３億26

百万円）となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入59百万円、有形固定資産の取得に

よる支出35百万円等によるものです。 

 (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、43百万円（前年同四半期に財務活動の結果支出した資金は、１億91

百万円）となりました。これは主に、長短期借入金の返済34百万円、リース債務の返済による支出９百

万円によるものです。 

  

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計

年度末に比べ１億71百万円増加し、９億54百万円となりました。 

  

  直近の経営環境などを鑑み、22年8月12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11月15日発表の「特別損失の発生ならびに業績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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当社の連結子会社でありました上海大和塑料有限公司及び上海大和模具有限公司は、清算されたた

め、特定子会社に該当しないこととなりました。 

  

当第２四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。 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積り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。 

  

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。

(四半期連結損益計算書関係) 

 前第２四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

２四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２四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1,828千円であります。 

 「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

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２四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 前第２四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２四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２四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△468,548

千円であります。 

 前第２四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２四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２四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△

1,341千円であります。 

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

○ 棚卸資産の評価方法

○ 固定資産の減価償却費の算定方法

(3) 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

○ 表示方法の変更
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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、第１四半期に

引き続いて、第２四半期連結累計期間においても、営業利益を計上し、また営業キャッシュ・フロー

でも増加を維持することができました。また、第２四半期累計期間末に、想定どおりの現預金残高を

確保できたこともあり、約定どおりの返済を１ヶ月後の10月末に実施いたしました。次回の返済目処

も立っており、約定どおりの返済を維持できる可能性は十分にあるものと認識しております。ただ、

借入金の返済面では、未だ将来に対する課題も残しており、今下期の業績面においても、営業利益黒

字定着化の見極めには今暫く時間を要する等、現状では不確定要素も存在しているため、引続き、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、昨年から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、今期は、昨年当社の筆頭株主となった永田紙業㈱グループとの連携を深め、同社との協業に

より新規客先との取引も始まり、また廃プラスチックを利用した再生材の開発に着手するなど積極的

な営業展開も進めてまいりました。 

しかしながら、急激な円高で客先の海外移管の加速化やデフレによる国内需要の低迷等、不透明感

の強い環境下では、業績面では第３四半期以降、厳しい展開が予想され、黒字化の定着見極めには今

暫く時間を要することから、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。 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 962,368 793,257

受取手形及び売掛金 2,340,704 2,030,967

商品及び製品 405,581 430,929

仕掛品 175,332 194,643

原材料及び貯蔵品 260,627 249,646

その他 156,924 204,466

貸倒引当金 △6,895 △5,654

流動資産合計 4,294,643 3,898,256

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 382,987 416,564

機械装置及び運搬具（純額） 533,530 639,222

土地 894,119 942,206

リース資産（純額） 40,148 44,814

建設仮勘定 4,710 1,428

その他（純額） 37,340 45,341

有形固定資産合計 1,892,836 2,089,576

無形固定資産 31,910 36,078

投資その他の資産

投資有価証券 116,247 171,926

その他 155,674 146,768

貸倒引当金 △10,834 △10,834

投資その他の資産合計 261,087 307,861

固定資産合計 2,185,834 2,433,516

資産合計 6,480,478 6,331,772

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,533,786 2,322,312

短期借入金 1,446,368 1,459,897

未払法人税等 6,917 9,163

事業整理損失引当金 － 3,966

その他 384,679 364,203

流動負債合計 4,371,751 4,159,543
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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)

固定負債

長期借入金 308,975 343,879

退職給付引当金 122,325 112,729

役員退職慰労引当金 62,470 59,020

その他 72,261 87,111

固定負債合計 566,032 602,740

負債合計 4,937,783 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 △63,874 △93,414

自己株式 △22,414 △22,414

株主資本合計 1,626,507 1,596,966

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,113 △5,011

繰延ヘッジ損益 △4,901 357

為替換算調整勘定 △74,797 △22,824

評価・換算差額等合計 △83,812 △27,478

純資産合計 1,542,694 1,569,487

負債純資産合計 6,480,478 6,331,772
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

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

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

売上高 7,970,799 7,044,136

売上原価 7,171,628 6,107,248

売上総利益 799,171 936,887

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 168,787 205,402

給料及び賞与 371,854 258,086

退職給付費用 29,542 27,630

貸倒引当金繰入額 － 1,241

その他 421,599 297,798

販売費及び一般管理費合計 991,783 790,159

営業利益又は営業損失（△） △192,612 146,728

営業外収益

受取利息 1,158 208

受取配当金 1,827 814

負ののれん償却額 433 －

受取賃貸料 － 3,301

その他 29,582 8,502

営業外収益合計 33,002 12,827

営業外費用

支払利息 54,668 36,072

為替差損 24,877 47,709

その他 28,418 9,342

営業外費用合計 107,964 93,124

経常利益又は経常損失（△） △267,574 66,431

特別利益

固定資産売却益 80,854 －

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 4,690 －

賞与引当金戻入額 51,929 －

役員退職慰労引当金戻入額 76,510 －

受取保険金 5,000 －

関係会社清算益 － 49,830

投資有価証券受贈益 － 10,721

その他 8,891 161

特別利益合計 310,671 60,714
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（単位：千円）

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

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

特別損失

減損損失 21,827 80,263

固定資産処分損 21,004 55

投資有価証券売却損 － 8,213

事業構造改善費用 70,147 1,277

特別退職金 754 －

その他 4,649 －

特別損失合計 118,383 89,809

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△75,286 37,335

法人税、住民税及び事業税 5,329 5,595

過年度法人税等 9,453 －

法人税等調整額 22,510 2,199

法人税等合計 37,293 7,795

少数株主損益調整前四半期純利益 － 29,540

少数株主利益 1,566 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △114,146 29,540
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△75,286 37,335

減価償却費 263,605 140,003

減損損失 21,827 80,263

負ののれん償却額 △433 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,673 9,595

貸倒引当金の増減額（△は減少） △59,788 1,241

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,523 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,240 3,450

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △3,966

受取利息及び受取配当金 △2,986 △1,023

受取保険金 △5,000 －

支払利息 54,668 36,072

為替差損益（△は益） 2,234 △4,505

固定資産処分損益（△は益） 21,004 55

固定資産売却損益（△は益） △80,854 －

投資有価証券売却損益（△は益） △7,831 8,213

関係会社株式売却損益（△は益） △74,963 －

事業構造改善費用 70,147 1,277

特別退職金 754 －

投資有価証券受贈益 － △10,721

売上債権の増減額（△は増加） 977,800 △306,268

たな卸資産の増減額（△は増加） 309,672 16,317

仕入債務の増減額（△は減少） △814,475 245,970

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,287 56,861

関係会社清算損益（△は益） － △49,830

割引手形の増減額（△は減少） △519,312 －

その他 △19,945 △161

小計 △81,537 260,179

利息及び配当金の受取額 2,986 1,023

利息の支払額 △46,339 △36,890

保険金の受取額 5,000 －

法人税等の支払額 △6,295 △9,161

法人税等の還付額 － 1,071

事業構造改善費用の支払額 △70,147 △1,277

特別退職金の支払額 △754 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △197,088 214,944
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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 △12,350 △2,100

定期預金の払戻による収入 18,967 4,200

投資有価証券の取得による支出 △858 △503

投資有価証券の売却による収入 70,210 59,587

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 △181,254 △35,221

有形固定資産の売却による収入 322,777 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） 15,469 －

貸付けによる支出 － △300

貸付金の回収による収入 90 360

保険積立金の積立による支出 － △11,016

その他 1,738 △1,341

投資活動によるキャッシュ・フロー 326,352 13,665

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） △26,950 △3,676

長期借入金の返済による支出 △146,701 △30,589

自己株式の取得による支出 △42 －

リース債務の返済による支出 △17,894 △9,272

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 △191,882 △43,538

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,644 △13,860

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,973 171,211

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 910,478 954,918
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当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

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、第１四半期に引

き続いて、当第２四半期連結累計期間においても、営業利益を計上し、また営業キャッシュ・フローで

増加を維持することができました。また、当第２四半期末には想定どおりの現預金残高を確保できたこ

ともあり、約定どおりの返済を１ヶ月後の10月末に実施いたしました。次回の返済目処も立っており、

約定どおりの返済を維持できる可能性は十分にあるものと認識しております。ただ、借入金の返済面で

は、未だ将来に対する課題も残しており、今下期の業績面においても、営業利益黒字定着化の見極めに

は今暫く時間を要する等、現状では不確定要素も存在しているため、引続き、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、昨年から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、今期は、昨年当社の筆頭株主となった永田紙業㈱グループとの連携を深め、同社との協業によ

り新規客先の取引も始まり、また廃プラスチックを利用した再生材の開発に着手するなど積極的な営業

展開も進めてまいりました。 

しかしながら、急激な円高で客先の海外移管の加速化やデフレによる国内需要の低迷等、不透明感の

強い環境下では、業績面では第３四半期以降、厳しい展開も予想され、黒字化の定着見極めには今暫く

時間を要することから、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。 

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、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２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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) 

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。 

  

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

 
  

(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

7,240,670 730,129 7,970,799 ― 7,970,799

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 7,240,670 730,129 7,970,799 ─ 7,970,799

営業損失(△) △147,355 △45,256 △192,612 ─ △192,612

【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

4,997,410 513,437 2,459,951 7,970,799 ― 7,970,799

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

70,437 45,020 133,218 248,676 (248,676) ―

計 5,067,848 558,458 2,593,169 8,219,476 (248,676) 7,970,799

営業損失(△) △109,250 △37,297 △55,249 △201,797 9,184 △192,612

ヤマト・インダストリー（株）（7886）平成23年3月期　第２四半期決算短信

13



  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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 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２四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、513,437千円で

あり、連結売上高に占める海外売上高の割合は、6.4%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 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 2,459,951 513,437 2,973,388

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 7,970,799

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

30.9 6.4 37.3
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  （追加情報） 

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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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 

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

「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２四半期連結会計期間における当該減損損失資産グループの計上額は、63,263千円でありま

す。 

  

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

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
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 6,067,849 976,286 7,044,136 ─ 7,044,136

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

24,596 262 24,858 △ 24,858 ─

計 6,092,445 976,548 7,068,994 △ 24,858 7,044,136

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

185,415 △ 38,687 146,728 ─ 146,728

(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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