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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 6,283 8.0 513 48.4 524 46.6 208 33.5
23年3月期第2四半期 5,819 △1.0 346 26.3 357 27.5 156 △13.4

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

24年3月期第2四半期 56.12 ―
23年3月期第2四半期 42.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,436 3,411 45.9
23年3月期 7,200 3,252 45.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,411百万円 23年3月期  3,252百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有   

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

23年3月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 11,800 6.9 715 44.4 725 40.8 320 38.5 86.00
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(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 3,750,000 株 23年3月期 3,750,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 28,991 株 23年3月期 28,991 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 3,721,009 株 23年3月期2Q 3,721,009 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、東日本大震災により停滞を余儀なくされた生産活動も、サプライ

チェーンの復旧に伴い徐々に回復しつつありますが、今後に向けた本格的な復興政策の実施や電力の供給問題など

山積する課題とともに、円高・株安の進行や欧州の財政不安がもたらす世界的な景気減速懸念などもあり、先行き

は依然として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、ヤマトマテリアル第２次中期経営計画として、安定した収益を持続的に確保できる体

制の強化に向けた３ヵ年の取り組みを昨年度から進めております。「マテリアルイノベーション」として、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に取り組んでおります。 

 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、原発事故後の放射能汚染に対応する意識の高まりとともに飲料

水関連の需要が大幅に増加したことなどもあり、売上高は62億83百万円（前年同期比8.0％増）となり、営業利益

は5億13百万円（同48.4％増）、経常利益は5億24百万円（同46.6％増）を計上いたしました。また、東日本硝子業

厚生年金基金からの脱退等に伴い特別損失1億61百万円の計上がありましたが、四半期純利益は2億8百万円（同

33.5％増）となりました。 

 セグメント別では、容器事業は、前述の水関連の特需的な売上もあったことから好調に推移し、54億94百万円

（前年同期比14.6％増）の売上高となりました。エレクトロニクス事業は、ソケット、プラスチック成型品、電子

部品等が堅調に推移したものの、震災の影響もあり設備関連が少なかったことから、売上高は7億88百万円（同

23.1％減）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74億36百万円と前事業年度末に比べ、2億36百万円増加いたしました。これは主

に、現金及び預金が64百万円、受取手形及び売掛金が45百万円、商品及び製品が46百万円それぞれ増加したこと等

によるものです。 

 また、負債は40億25百万円と前事業年度末に比べ、77百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛

金が1億16百万円増加したこと等によるものです。 

 純資産については、34億11百万円と前事業年度末に比べて1億58百万円増加いたしました。これは主に、利益剰

余金1億62百万円増加したこと等によるものです。結果として、自己資本比率は45.9％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97百万円の収

入、投資活動では１億61百万円の収入となり、財務活動では48百万円の支出となったことから、結果として資金は

２億14百万円増加し、27億22百万円となりました。 

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・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97百万円（前年同期は資金の獲得2億89百万円）と

なりました。 

これは主に、税引前四半期純利益で３億67百万円を計上し、仕入債務が１億22百万円増加したものの、売上債権

が1億29百万円、棚卸資産が45百万円それぞれ増加し、法人税等の支払額が２億15百万円あっ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1億61百万円（前年同期は資金の獲得32百万円）と

なりました。 

これは主に、定期預金の新規預入による50百万円があったものの、定期預金の解約による２億円や貸付金の回収

による20百万円の収入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48百万円（前年同期は資金の使用76百万円）とな

りました。 

 これは主に、配当金の支払額46百万円があったこと等によるものであります。  

１．当四半期決算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23年７月29日付第1四半期決算短信にお

ける開示値から変更はありません。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,607,627 3,672,145

受取手形及び売掛金 2,596,600 2,642,538

商品及び製品 123,081 169,256

原材料及び貯蔵品 5,109 4,708

その他 172,828 288,530

貸倒引当金 △10,059 △5,681

流動資産合計 6,495,188 6,771,498

固定資産   

有形固定資産 134,366 133,032

無形固定資産 12,634 10,200

投資その他の資産 558,230 521,846

固定資産合計 705,231 665,079

資産合計 7,200,419 7,436,578

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,836,348 2,953,059

短期借入金 360,000 360,000

未払法人税等 231,792 161,712

賞与引当金 79,188 92,833

役員賞与引当金 11,750 5,850

その他 87,837 121,441

流動負債合計 3,606,916 3,694,897

固定負債   

退職給付引当金 244,992 252,801

役員退職慰労引当金 90,717 72,590

再評価に係る繰延税金負債 5,127 5,127

固定負債合計 340,838 330,518

負債合計 3,947,754 4,025,416

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 2,655,016 2,817,325

自己株式 △11,519 △11,519

株主資本合計 3,257,746 3,420,055

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,555 △16,367

土地再評価差額金 7,474 7,474

評価・換算差額等合計 △5,081 △8,893

純資産合計 3,252,665 3,411,162

負債純資産合計 7,200,419 7,436,578
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,819,989 6,283,113

売上原価 4,872,547 5,120,186

売上総利益 947,441 1,162,927

販売費及び一般管理費 601,125 649,083

営業利益 346,315 513,844

営業外収益   

受取利息 2,686 1,251

受取配当金 3,420 3,231

受取賃貸料 5,308 3,538

為替差益 3,899 1,719

貸倒引当金戻入額 － 4,466

その他 4,683 4,116

営業外収益合計 19,998 18,324

営業外費用   

支払利息 2,590 2,590

賃貸収入原価 4,725 3,130

その他 1,452 2,372

営業外費用合計 8,768 8,094

経常利益 357,544 524,074

特別利益   

固定資産売却益 － 5,000

特別利益合計 － 5,000

特別損失   

投資有価証券評価損 57,177 －

保険解約損 720 1,075

厚生年金基金脱退損失 － 160,873

特別損失合計 57,898 161,948

税引前四半期純利益 299,646 367,126

法人税、住民税及び事業税 143,230 158,304

四半期純利益 156,415 208,821
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 299,646 367,126

減価償却費 21,746 27,957

引当金の増減額（△は減少） △47,386 △7,143

受取利息及び受取配当金 △6,106 △4,483

支払利息 2,590 2,590

固定資産売却損益（△は益） － △5,000

厚生年金基金脱退損失 － 160,873

売上債権の増減額（△は増加） △269,066 △129,289

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,242 △45,774

仕入債務の増減額（△は減少） 224,687 122,145

その他 34,401 △15,473

小計 251,269 473,528

厚生年金基金脱退による支払額 － △160,873

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 38,649 △215,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 289,918 97,455

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 － △50,000

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 △4,120 △31,565

有形固定資産の売却による収入 － 5,000

投資不動産の賃貸による収入 5,308 3,538

投資有価証券の取得による支出 △25 △269

貸付金の回収による収入 20,700 20,700

利息及び配当金の受取額 6,408 4,509

保険積立金の解約による収入 10,118 13,108

その他 △5,871 △3,582

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,518 161,438

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △74,107 △46,332

利息の支払額 △2,585 △2,585

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,693 △48,917

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,766 4,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 250,510 214,517

現金及び現金同等物の期首残高 1,729,686 2,507,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,980,197 2,722,145
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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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