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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 11,043 △0.7 495 5.0 515 9.9 231 △17.2

22年3月期 11,124 △4.1 472 103.3 469 96.6 279 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 62.27 ― 7.3 7.4 4.5
22年3月期 75.24 ― 9.4 6.6 4.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  15百万円 22年3月期  5百万円

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 7,200 3,252 45.2 874.14
22年3月期 6,761 3,105 45.9 834.70

（参考） 自己資本   23年3月期  3,252百万円 22年3月期  3,105百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 637 213 △79 2,507
22年3月期 △224 113 △124 1,729

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 74 26.6 2.5
23年3月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50 46 20.1 1.5

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 12.50 12.50 23.9

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 5,800 △0.3 220 △36.5 230 △35.7 115 △26.5 30.91
通期 11,350 2.8 340 △31.4 350 △32.1 195 △15.8 52.41



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 28,991 株 22年3月期 28,991 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 3,721,009 株 22年3月期 3,721,225 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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）経営成績に関する分析 

  当事業年度におけるわが国経済は、新興国の経済成長を背景とした輸出の増加やエコカー・家電等に対する国の

購入支援制度の効果により緩やかな回復基調となりつつありましたが、雇用情勢や所得環境は低迷した状態が続

き、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。そして、年度末に発生した東日本大震災は、国内経済に深

刻な打撃を与え、先行きはさらに混迷を深めた状態となっております。  

  そのようななか当社では、当事業年度を初年度としたヤマトマテリアルとしての第２次中期経営計画を策定し、

安定感のある持続的な成長の実現に向けた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」として推進した、マーケットの革新、商材の革新、組織・人材の革新に継続して取

り組み、次世代へ繋ぐ体制の構築と利益成長体質の強化を図っております。 

 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

組みを進めております。 

 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おります。 

 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も取り組んでおります。 

 この結果、当事業年度の業績は、売上高は110億43百万円（前期比0.7％減）となりましたが、売上総利益の改善

と効率的な販売管理体制を推進していることとの相乗効果により、営業利益は4億95百万円（同5.0％増）、経常利

益は5億15百万円（同9.9％増）を計上いたしました。しかしながら、特別損失として投資有価証券評価損51百万円

等を計上したことから当期純利益は2億31百万円（同17.2％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、91億72百万円（前年同期比

2.8％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推移したことから前

期からは改善し、売上高は18億71百万円（同11.1％増）となりました。 

  

（次期の見通し） 

 今後の経済情勢につきましては、東日本大震災のもたらす影響は計り知れないものがあり、先行きはきわめて見

通し困難な状況となっております。 

 現時点における諸状況を勘案した次期業績予想につきましては、売上高は前期同水準の113億50百万円（前期比

2.8％増）を見込みますが、利益面においては厳しい外部環境の影響を勘案し、営業利益3億40百万円（同31.4％

減）、経常利益3億50百万円（同32.1％減）を予想し、当期純利益としては1億95百万円（同15.8％減）の計上を見

込んでおります。  

  

(2）財政状態に関する分析 

①  資産、負債及び純資産の状況 

  当事業年度末における総資産は72億円と前事業年度末に比べ、4億38百万円増加いたしました。これは主に、現

金及び預金5億77百万円など流動資産が5億60百万円増加し、投資有価証券69百万円、長期貸付金41百万円など固

定資産が1億21百万円減少したことによるものです。 

  また、負債は39億47百万円と前事業年度末に比べ、2億92百万円増加いたしました。これは主に、買掛金46百万

円、未払法人税等2億31百万円など流動負債が2億98百万円増加し、役員退職慰労引当金10百万円など固定負債が6

百万円減少したことによるものです。 

  純資産については32億52百万円と、前事業年度末に比べ1億46百万円増加いたしました。これは主に、当期純利

益の計上等により繰越利益剰余金が1億57百万円増加し、評価・換算差額等が10百万円減少したことによるもので

す。この結果、自己資本比率は前事業年度末の45.9％から45.2％となりました。 

１．経営成績

- 2 -



②  キャッシュ・フローの状況 

  当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動において6億37百万円の収入と

なったことに加え、定期預金の払戻しなどにより投資活動でも2億13百万円の収入となったことから、財務活動で

の79百万円の支出を差し引いても前事業年度末に比べて7億77百万円増加し、当事業年度末には25億7百万円とな

りました。 

  当事業年度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） 

  当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は6億37百万円（前年同期は資金の使用2億24百万円）となり

ました。 

  これは主に、税引前当期純利益として4億52百万円を計上し、減価償却費58百万円、投資有価証券評価損51百万

円などがあり、また、仕入債務が85百万円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） 

  当事業年度において投資活動の結果獲得した資金は2億13百万円（前年同期は資金の獲得1億13百万円）となり

ました。 

  これは主に、定期預金の払戻しにより2億円の収入があったことなど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） 

  当事業年度において財務活動の結果使用した資金は79百万円（前年同期は資金の使用1億24百万円）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。 

  

  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

自己資本比率（％）  38.1  45.9  45.2

時価ベースの自己資本比率（％）  13.5  21.5  20.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  94.7  －  56.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  64.1  －  123.4
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社の経営の基本方針は、「企画提案型企業を目指します」「顧客との共存共栄を図ります」「地球環境に優しい 

商品・サービスを提供します」と経営理念に謳っておりますように、主要事業と位置付けております容器事業におい 

ては、創業以来取り扱っている包装容器やユーザーの 終商品化に必要なあらゆる商品類を提供するとともに、常に 

新しい包装形態をユーザーへ企画提案しております。 

 また、もう一つの主要事業であるエレクトロニクス事業においては、技術革新の進展を先取りした商品構成の確保

に努めるとともに、ユーザーに代わって 適な商品を調達する購買代行機能商社としての役割を担っております。 

 容器事業には安定的成長、エレクトロニクス事業には発展的成長を求め、調和のとれた安定感のある業績拡大を目

指しております。 

 これらの事業活動により、関係各業界を通じ社会貢献できる企業として業容の充実と拡大を図ってまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社では少数精鋭による効率的な営業体制の確立を目指しており、継続的な成長と業績の拡大に向けては売上総利 

益率を向上させることが第一の課題と捉え、常にその改善に取り組んでおります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の目指している方向は、容器事業の安定的成長とエレクトロニクス事業の発展的成長であります。 

 容器事業においては、急速に進む社会変化に対応する容器形態・省資源型包装システム等の企画提案、エレクトロ 

ニクス事業においては、オリジナル商品の拡充と成長が期待される業界向け商品構成の確保・充実が重要と考えてお

ります。 

 また、Ｗebの有効活用を推進し、業務の効率化による企業競争力の向上とユーザーの信頼性向上に一層努めてまい 

ります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

  経営の基本方針の一つである「企画提案型企業」の確立に向けた営業施策を充実させるとともに、売上総利益率の 

向上を目指した新商品の企画開発、新しい業界への積極的な販売活動、そしてオリジナル性の高い商品の拡充に日々 

努めておりますが、その活動を継続するとともに一層の業務効率化を図ってまいります。 

 さらに、地球環境に優しい商品・サービスの提供を常に心がけながら、品質・顧客満足度の向上と経営体質の改善

により、収益性の一層の向上に努めてまいります。   

２．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,029,686 3,607,627

受取手形 787,820 785,709

売掛金 1,754,104 1,810,890

商品及び製品 144,431 123,081

原材料及び貯蔵品 6,499 5,109

前渡金 8,073 8,627

前払費用 16,291 20,013

リース投資資産 8,847 2,949

繰延税金資産 34,356 55,801

未収入金 109,435 83,808

その他 39,619 1,627

貸倒引当金 △3,989 △10,059

流動資産合計 5,935,177 6,495,188

固定資産   

有形固定資産   

建物 137,197 137,197

減価償却累計額 △96,972 △101,574

建物（純額） 40,224 35,623

構築物 27,790 27,790

減価償却累計額 △25,839 △26,182

構築物（純額） 1,951 1,607

機械及び装置 163,043 163,043

減価償却累計額 △135,062 △143,374

機械及び装置（純額） 27,981 19,669

車両運搬具 16,423 19,457

減価償却累計額 △13,068 △8,026

車両運搬具（純額） 3,354 11,431

工具、器具及び備品 387,295 426,248

減価償却累計額 △363,266 △399,815

工具、器具及び備品（純額） 24,028 26,432

土地 39,602 39,602

有形固定資産合計 137,142 134,366

無形固定資産   

商標権 250 210

ソフトウエア 18,906 12,424

その他 1,110 －

無形固定資産合計 20,266 12,634
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 214,115 144,610

関係会社株式 40,203 40,203

出資金 400 400

長期貸付金 138,550 97,150

破産更生債権等 16,255 15,055

長期前払費用 － 196

繰延税金資産 150,021 153,622

保険積立金 51,692 50,168

リース投資資産 2,949 －

その他 71,129 72,073

貸倒引当金 △16,467 △15,249

投資その他の資産合計 668,849 558,230

固定資産合計 826,259 705,231

資産合計 6,761,437 7,200,419

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,831,820 1,871,248

買掛金 918,159 965,099

短期借入金 360,000 360,000

未払金 37,177 40,766

未払費用 27,986 29,183

未払法人税等 － 231,792

未払消費税等 30,128 9,794

前受金 4,994 1,320

預り金 6,128 5,218

賞与引当金 77,407 79,188

役員賞与引当金 13,400 11,750

その他 1,383 1,552

流動負債合計 3,308,587 3,606,916

固定負債   

退職給付引当金 240,625 244,992

役員退職慰労引当金 101,171 90,717

再評価に係る繰延税金負債 5,127 5,127

固定負債合計 346,924 340,838

負債合計 3,655,511 3,947,754
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 334,430 334,430

資本剰余金   

資本準備金 279,820 279,820

資本剰余金合計 279,820 279,820

利益剰余金   

利益準備金 83,607 83,607

その他利益剰余金   

別途積立金 2,150,000 2,150,000

繰越利益剰余金 264,106 421,408

利益剰余金合計 2,497,713 2,655,016

自己株式 △11,519 △11,519

株主資本合計 3,100,444 3,257,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,992 △12,555

土地再評価差額金 7,474 7,474

評価・換算差額等合計 5,481 △5,081

純資産合計 3,105,926 3,252,665

負債純資産合計 6,761,437 7,200,419
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

商品売上高 10,909,624 10,912,708

製品売上高 215,040 130,463

売上高合計 11,124,664 11,043,172

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 145,374 142,038

当期商品仕入高 9,270,655 9,162,558

合計 9,416,029 9,304,597

商品期末たな卸高 142,038 121,391

商品売上原価 9,273,991 9,183,205

製品売上原価   

製品期首たな卸高 5,011 2,392

当期製品製造原価 154,442 106,282

合計 159,453 108,675

製品期末たな卸高 2,392 1,689

製品売上原価 157,060 106,985

売上原価合計 9,431,052 9,290,191

売上総利益 1,693,612 1,752,980

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 26,792 37,924

広告宣伝費 11,145 9,400

貸倒引当金繰入額 － 6,052

役員報酬 107,130 90,390

給料 359,275 400,453

賞与 85,766 83,067

賞与引当金繰入額 75,937 77,534

役員賞与引当金繰入額 13,400 11,750

退職給付費用 50,785 45,973

役員退職慰労引当金繰入額 16,100 20,780

法定福利費 64,501 68,185

旅費及び交通費 58,090 58,368

地代家賃 84,311 77,332

減価償却費 70,696 53,180

その他 197,638 216,767

販売費及び一般管理費合計 1,221,570 1,257,159

営業利益 472,041 495,820
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 6,342 4,634

有価証券利息 75 75

受取配当金 4,159 4,145

受取賃貸料 14,425 10,616

受取補償金 － 3,914

為替差益 － 6,541

その他 6,802 6,865

営業外収益合計 31,805 36,792

営業外費用   

支払利息 6,003 5,167

賃貸収入原価 13,100 10,032

支払補償費 13,038 －

売上割引 1,723 1,893

その他 941 216

営業外費用合計 34,807 17,310

経常利益 469,039 515,303

特別利益   

固定資産売却益 26,993 856

保険解約返戻金 42,266 －

その他 218 41

特別利益合計 69,478 898

特別損失   

固定資産売却損 － 1,100

固定資産除却損 977 －

投資有価証券評価損 14,400 51,561

役員退職慰労引当金繰入額 13,777 10,100

保険解約損 － 720

特別損失合計 29,154 63,483

税引前当期純利益 509,363 452,718

法人税、住民税及び事業税 29,512 241,660

法人税等調整額 199,878 △20,665

法人税等合計 229,390 220,995

当期純利益 279,972 231,722
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 334,430 334,430

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 334,430 334,430

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 279,820 279,820

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 279,820 279,820

資本剰余金合計   

前期末残高 279,820 279,820

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 279,820 279,820

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 83,607 83,607

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 83,607 83,607

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,150,000 2,150,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,150,000 2,150,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 94,463 264,106

当期変動額   

剰余金の配当 △55,839 △74,420

当期純利益 279,972 231,722

土地再評価差額金の取崩 △54,489 －

当期変動額合計 169,643 157,302

当期末残高 264,106 421,408

利益剰余金合計   

前期末残高 2,328,070 2,497,713

当期変動額   

剰余金の配当 △55,839 △74,420

当期純利益 279,972 231,722

土地再評価差額金の取崩 △54,489 －

当期変動額合計 169,643 157,302

当期末残高 2,497,713 2,655,016

自己株式   

前期末残高 △11,082 △11,519
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期変動額   

自己株式の取得 △437 －

当期変動額合計 △437 －

当期末残高 △11,519 △11,519

株主資本合計   

前期末残高 2,931,238 3,100,444

当期変動額   

剰余金の配当 △55,839 △74,420

当期純利益 279,972 231,722

自己株式の取得 △437 －

土地再評価差額金の取崩 △54,489 －

当期変動額合計 169,206 157,302

当期末残高 3,100,444 3,257,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △28,603 △1,992

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,610 △10,562

当期変動額合計 26,610 △10,562

当期末残高 △1,992 △12,555

土地再評価差額金   

前期末残高 △47,014 7,474

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 54,489 －

当期変動額合計 54,489 －

当期末残高 7,474 7,474

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △75,618 5,481

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 81,100 △10,562

当期変動額合計 81,100 △10,562

当期末残高 5,481 △5,081

純資産合計   

前期末残高 2,855,619 3,105,926

当期変動額   

剰余金の配当 △55,839 △74,420

当期純利益 279,972 231,722

自己株式の取得 △437 －

土地再評価差額金の取崩 △54,489 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 81,100 △10,562

当期変動額合計 250,306 146,739

当期末残高 3,105,926 3,252,665
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 509,363 452,718

減価償却費 77,964 58,331

有形固定資産除却損 962 －

投資有価証券評価損益（△は益） 14,400 51,561

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,920 1,781

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,300 △1,650

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,193 4,367

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △383,231 △10,453

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,430 4,852

受取利息及び受取配当金 △10,576 △8,855

支払利息 6,003 5,167

有形固定資産売却損益（△は益） △26,993 △856

保険解約損益（△は益） △42,266 720

その他の営業外損益（△は益） △1,329 △8,203

売上債権の増減額（△は増加） △164,422 △33,688

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,038 1,200

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,115 22,739

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,378 △3,896

仕入債務の増減額（△は減少） △79,227 85,813

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,917 △13,398

小計 △72,919 608,253

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △151,509 28,780

営業活動によるキャッシュ・フロー △224,428 637,033

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 400,000 200,000

利息及び配当金の受取額 11,102 9,349

有形固定資産の取得による支出 △35,617 △53,277

有形固定資産の売却による収入 174,594 2,857

賃貸収入原価に伴なう支出 △3,557 △1,764

賃貸による収入 14,425 10,616

投資有価証券の取得による支出 △2,540 △38

貸付けによる支出 △72,000 －

貸付金の回収による収入 34,200 41,400

保険積立金の解約による収入 149,667 10,118

その他の支出 △10,537 △10,534

その他の収入 4,071 4,334

投資活動によるキャッシュ・フロー 113,808 213,060
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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） △60,000 －

利息の支払額 △5,602 △5,160

自己株式の取得による支出 △437 －

配当金の支払額 △55,999 △74,440

その他 △2,400 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,438 △79,600

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 7,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △235,050 777,941

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期末残高 1,729,686 2,507,627
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   該当事項はありません。 

   

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「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。  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

  

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、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。 

当社は、商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「容器

事業」及び「エレクトロニクス事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「容器事業」は、食品及び非食品の包装容器、機械等を販売しております。「エレクトロニクス事業」

は、半導体製造等の電子関連部品及び装置等を販売しております。   

   

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

（注）1.セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。 

   2.調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社に係るものであります。 

  

（追加情報） 

 当事業年度より、「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。  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針の変更

（７）財務諸表に関する注記事項

 （持分法損益等）

関連会社に対する投資の金額（千円）  40,203

持分法を適用した場合の投資の金額（千円）  62,026

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円）  15,209

 （セグメント情報）

  （単位：千円）

  容器 
エレクトロニ

クス 
合計 調整額 財務諸表計上額

売上高        

外部顧客への売上高 9,172,088 1,871,083 11,043,172 － 11,043,172

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － 

計 9,172,088 1,871,083 11,043,172 － 11,043,172

セグメント利益 458,664 37,156 495,820 － 495,820

セグメント資産  2,365,526 642,439 3,007,966 4,192,453 7,200,419

その他の項目   

減価償却費  40,947 4,867 45,814 12,517 58,331 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
37,103 1,850 38,953 12,054 51,007
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   （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

 （１株当たり情報）

当事業年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 874.14円 

１株当たり当期純利益金額 62.27円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

  
当事業年度

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  231,722

普通株主に帰属しない金額（千円）  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  231,722

期中平均株式数（株）  3,721,009

 （重要な後発事象）
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