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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 8,599 △1.2 440 9.3 453 10.0 214 △16.4

22年3月期第3四半期 8,703 △4.3 403 84.5 412 81.8 256 358.6

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3四半期 57.56 ―

22年3月期第3四半期 68.87 ―

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3四半期 7,811 3,236 41.4 869.90
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3四半期  3,236百万円 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3Q  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3Q  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3Q  3,721,009株 22年3月期3Q  3,721,296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3四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や、エコカー補助金、エコポイント制度などの

政府の景気対策効果により景気回復の兆しも見られましたが、同制度の終了、縮小等に伴い、再び減速傾向になり

つつもあり、景気は足踏み状態で先行き不透明な状況で推移しております。 

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。 

また、いずれの事業においても、より地域に密着した営業を進めるため、昨年10月には、容器・エレクトロニ

クス合同による福岡営業所を開設し、エリア戦略の強化に取り組んでおります。 

当第3四半期累計期間における業績については、売上高は85億99百万円（前年同期比1.2％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4億40百万円（同9.3％増）、経常利益は4億53百万円（同10.0％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46百万円等の特別損失計上により四半期純利益は2

億14百万円（同16.4％減）となりました。 

セグメント別では、容器事業は、猛暑等の季節的な要因により夏場を中心に、水関連、既存容器商材ともに堅調

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もあり、71億41百万円（前年同期比

4.2％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、第3四半期に入

ってやや減速傾向も見られるものの概ね順調に推移し、売上高は14億58百万円（同16.4％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3四半期末における総資産は78億11百万円と前事業年度末に比べ、10億50百万円増加いたしました。これは

主に、現金及び預金が7億85百万円、受取手形及び売掛金が3億94百万円ともに増加したこと等によるものです。 

また、負債は45億74百万円と前事業年度末に比べ、9億19百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び

買掛金が8億13百万円、未払法人税等が1億81百万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、32億36百万円と前事業年度末に比べて1億30百万円増加いたしました。これは、利益剰余金1

億39百万円増加、その他有価証券評価差額金8百万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41.4％となりました。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

当第3四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8億40百万円の

収入、投資活動では17百万円の収入となり、財務活動では78百万円の支出となったこと等から、結果として資金は

7億85百万円増加し、25億15百万円となりました。 

当第3四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3四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は8億40百万円（前年同期は資金の獲得68百万円）と

なりました。 

これは主に、税引前四半期純利益で4億6百万円を計上し、仕入債務が8億14百万円、売上債権が4億5百万円、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3四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は17百万円（前年同期は資金の獲得1億11百万円）と

なりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出32百万円に対し、貸付金の回収による収入31百万円、保険積立金の

解約による収入10百万円及び投資不動産の賃貸による収入7百万円等があったこと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3四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は78百万円（前年同期は資金の使用63百万円）とな

りました。 

これは主に、配当金の支払額74百万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、業績は概ね順調に進捗しており、平成22年10月29日付第2四半期決算短信にお

ける開示値から変更はありません。  

  

（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） 

  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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 3,815,379 3,029,686

受取手形及び売掛金 2,936,718 2,541,925

商品及び製品 157,093 144,431

原材料及び貯蔵品 6,251 6,499

その他 177,369 216,624

貸倒引当金 △4,589 △3,989

流動資産合計 7,088,223 5,935,177

固定資産   

有形固定資産 133,402 137,142

無形固定資産 15,374 20,266

投資その他の資産 574,911 668,849

固定資産合計 723,687 826,259

資産合計 7,811,911 6,761,437

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,563,830 2,749,979

短期借入金 360,000 360,000

未払法人税等 181,028 －

賞与引当金 39,237 77,407

役員賞与引当金 8,812 13,400

その他 105,074 107,799

流動負債合計 4,257,984 3,308,587

固定負債   

退職給付引当金 239,103 240,625

役員退職慰労引当金 72,782 101,171

再評価に係る繰延税金負債 5,127 5,127

固定負債合計 317,013 346,924

負債合計 4,574,998 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 2,637,481 2,497,713

自己株式 △11,519 △11,519

株主資本合計 3,240,211 3,100,444

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,772 △1,992

土地再評価差額金 7,474 7,474

評価・換算差額等合計 △3,297 5,481

純資産合計 3,236,913 3,105,926

負債純資産合計 7,811,911 6,761,437
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 8,703,789 8,599,794

売上原価 7,382,140 7,224,277

売上総利益 1,321,649 1,375,516

販売費及び一般管理費 918,331 934,580

営業利益 403,318 440,935

営業外収益   

受取利息 4,855 3,777

受取配当金 3,911 3,853

受取賃貸料 11,771 7,962

為替差益 － 4,575

その他 5,179 5,991

営業外収益合計 25,719 26,160

営業外費用   

支払利息 4,571 3,916

賃貸収入原価 9,320 7,096

その他 2,800 2,483

営業外費用合計 16,692 13,496

経常利益 412,345 453,599

特別利益   

固定資産売却益 26,993 －

保険解約返戻金 42,266 －

特別利益合計 69,259 －

特別損失   

固定資産除却損 502 －

投資有価証券評価損 23,682 46,296

保険解約損 － 720

特別損失合計 24,184 47,017

税引前四半期純利益 457,420 406,581

法人税、住民税及び事業税 201,127 192,394

四半期純利益 256,292 214,187
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 457,420 406,581

減価償却費 56,146 38,655

引当金の増減額（△は減少） △429,583 △73,318

受取利息及び受取配当金 △8,767 △7,630

支払利息 4,571 3,916

売上債権の増減額（△は増加） △587,525 △405,149

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,797 △12,414

仕入債務の増減額（△は減少） 787,273 814,660

その他 △4,212 53,064

小計 224,525 818,365

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △156,216 22,603

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,309 840,969

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 △550,000 －

定期預金の払戻による収入 400,000 －

有形固定資産の取得による支出 △23,482 △32,256

有形固定資産の売却による収入 172,531 －

投資不動産の賃貸による収入 11,771 7,962

投資有価証券の取得による支出 △2,540 △38

投資有価証券の売却による収入 2,250 －

貸付けによる支出 △72,000 －

貸付金の回収による収入 23,850 31,050

利息及び配当金の受取額 8,892 7,696

保険積立金の解約による収入 149,667 10,118

その他 △9,746 △7,075

投資活動によるキャッシュ・フロー 111,194 17,457

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 △55,907 △74,422

利息の支払額 △4,304 △3,863

その他 △2,400 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,048 △78,285

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 5,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,432 785,693

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 2,081,169 2,515,379
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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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