
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年11月13日

上場会社名 ヤマト・インダストリー株式会社 上場取引所 東

コード番号 7886 URL http://www.yamato-in.co.jp/

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 杉浦 大助

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部統括 （氏名） 茂木 久男 TEL 03-3834-3111

四半期報告書提出予定日 2020年11月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 5,895 △18.0 △279 ― △277 ― △288 ―

2020年3月期第2四半期 7,188 △5.0 10 ― △32 ― △44 ―

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　△320百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　△120百万円 （―％）

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

2021年3月期第2四半期 △287.09 ―

2020年3月期第2四半期 △44.75 ―

(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

2021年3月期第2四半期 8,072 1,610 19.9 1,603.09

2020年3月期 9,431 1,930 20.5 1,922.07

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 1,609百万円 2020年3月期 1,929百万円

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※2021年３月期期末配当予想については、未定です。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

　2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現段階において合理的に算定することが困難であると判断
し、未定としております。今後、業績予想の算定が可能となった段階で速やかに開示いたします。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期2Q 1,017,179 株 2020年3月期 1,017,179 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 12,691 株 2020年3月期 12,642 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 1,004,518 株 2020年3月期2Q 1,004,683 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により社会・経済活動の

急速な停滞の影響から極めて厳しい状況で推移しました。また、新興国に加え先進国でも感染が再拡大しており、感

染収束の見通しが明確に立っていないため、国内および世界経済の大幅な景気の減速懸念が高まる状況となっており、

非常に厳しい状況が続きました。

このような状況の中、当社グループは、売上高は、58億95百万円（前年同四半期71億88百万円）と大幅減収となり、

利益面では、営業損失２億79百万円（前年同四半期利益10百万円）、経常損失２億77百万円（前年同四半期損失32百

万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失２億88百万円（前年同四半期損失44百万円）と大幅減益となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、文中の各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を

含んでおりません。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

(合成樹脂成形関連事業)

新型コロナウイルス感染症の影響により、当社及び連結子会社で売上が減少したことにより売上高は、50億70百万

円（前年同四半期61億57百万円）と大幅減収になり、利益面では、営業損失３億１百万円（前年同四半期損失25百万

円）と大幅減益となりました。

(物流機器関連事業)

受注拡大に努め積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上高は、８億24百万円（前年同四半期10億30百万

円）と減収になり、利益面でも、営業利益22百万円（前年同四半期利益36百万円）の減益になりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産の状況)

資産合計は80億72百万円となり、前連結会計年度末と比べ13億58百万円減少しました。これは主に、受取手形及び

売掛金が10億85百万円減少したことによるものです。

(負債の状況)

負債合計は64億62百万円となり、前連結会計年度末と比べ10億37百万円減少しました。これは主に、支払手形及び

買掛金が８億39百万円減少したことによるものです。

(純資産の状況)

　純資産合計は16億10百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億20百万円減少しました。これは主に、利益剰余金

の減少２億88百万円によるものです。

(キャッシュ・フローの状況)

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四半期末残高は、前連結会計年度末から63百万円増加

し、15億99百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローについては、得られた資金は、１億44百万円（前年同四半期に営業活動の結果

得られた資金は、１億70百万円）となりました。これは主に、売上債権の減少13億23百万円、仕入債務の減少９億41

百万円によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、支出した資金は、２億９百万円（前年同四半期に投資活動の結果

支出した資金は、１億54百万円）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２億21百万円によるも

のです。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、得られた資金は、１億43百万円（前年同四半期に財務活動の結果

支出した資金は、２億40百万円）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出３億11百万円、長期借入

れによる収入５億円によるものです。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2020年５月14日付「2020年３月期決算短信」において公表いたしましたとおり、現段階において新型コロナウイル

ス感染症の収束期間を見極めることが大変難しいことなど、2021年３月期の連結業績予想については合理的に算定す

ることが困難であるため未定とさせていただきます。

　 今後、合理的に算定することが可能となった段階で速やかに開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,538,180 1,603,683

受取手形及び売掛金 3,280,394 2,194,875

電子記録債権 813,208 539,210

商品及び製品 596,581 489,605

仕掛品 162,589 168,421

原材料及び貯蔵品 359,621 333,301

その他 126,527 128,465

流動資産合計 6,877,102 5,457,564

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 301,569 310,888

機械装置及び運搬具（純額） 554,692 491,553

土地 1,282,846 1,427,238

リース資産（純額） 74,496 66,865

建設仮勘定 4,369 64

その他（純額） 86,393 80,304

有形固定資産合計 2,304,368 2,376,914

無形固定資産

のれん 36,805 18,402

リース資産 4,558 13,723

その他 22,967 19,604

無形固定資産合計 64,331 51,731

投資その他の資産

投資有価証券 30,691 32,153

その他 157,362 157,271

貸倒引当金 △2,830 △2,830

投資その他の資産合計 185,224 186,594

固定資産合計 2,553,924 2,615,240

資産合計 9,431,027 8,072,805
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,781,204 1,942,119

電子記録債務 400,867 304,771

短期借入金 1,602,234 1,562,510

リース債務 30,272 35,166

未払法人税等 55,616 12,287

賞与引当金 27,828 -

その他 373,866 213,441

流動負債合計 5,271,891 4,070,297

固定負債

長期借入金 1,893,535 2,083,568

リース債務 71,123 70,584

繰延税金負債 48,704 42,159

退職給付に係る負債 193,943 181,432

その他 21,044 14,481

固定負債合計 2,228,350 2,392,226

負債合計 7,500,241 6,462,523

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 763,504 763,504

利益剰余金 296,943 8,558

自己株式 △23,204 △23,244

株主資本合計 1,964,868 1,676,442

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,781 △2,826

繰延ヘッジ損益 △1,048 △4,068

為替換算調整勘定 △2,059 △45,005

退職給付に係る調整累計額 △28,139 △14,966

その他の包括利益累計額合計 △35,028 △66,867

非支配株主持分 945 705

純資産合計 1,930,785 1,610,281

負債純資産合計 9,431,027 8,072,805
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 7,188,352 5,895,282

売上原価 6,309,527 5,434,933

売上総利益 878,824 460,349

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 149,997 83,129

給料及び賞与 294,264 287,421

退職給付費用 21,139 16,376

その他 402,842 352,591

販売費及び一般管理費合計 868,244 739,520

営業利益又は営業損失（△） 10,580 △279,170

営業外収益

受取利息 3,694 1,499

受取配当金 244 240

受取手数料 3,449 3,265

受取賃貸料 20 -

賞与引当金戻入額 - 27,828

助成金収入 - 14,676

その他 4,160 6,633

営業外収益合計 11,569 54,144

営業外費用

支払利息 29,490 34,507

為替差損 20,052 13,775

その他 4,671 3,737

営業外費用合計 54,214 52,020

経常損失（△） △32,065 △277,046

特別利益

固定資産売却益 6,073 829

特別利益合計 6,073 829

特別損失

固定資産売却損 635 -

固定資産処分損 529 579

事業構造改善費用 - 4,392

特別損失合計 1,164 4,972

税金等調整前四半期純損失（△） △27,156 △281,190

法人税等 18,063 7,234

四半期純損失（△） △45,219 △288,424

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △259 △39

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △44,960 △288,385
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四半期連結包括利益計算書

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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純損失（△） △45,219 △288,424

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,653 954

繰延ヘッジ損益 △953 △3,019

為替換算調整勘定 △45,852 △42,960

退職給付に係る調整額 △26,227 13,173

その他の包括利益合計 △75,686 △31,853

四半期包括利益 △120,906 △320,277

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △120,624 △320,224

非支配株主に係る四半期包括利益 △281 △53
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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損失（△） △27,156 △281,190

減価償却費 128,805 126,874

のれん償却額 18,402 18,402

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △5,476 1,062

賞与引当金の増減額（△は減少） 131 △27,828

受取利息及び受取配当金 △3,939 △1,740

支払利息 29,490 34,507

為替差損益（△は益） △5,395 234

固定資産処分損益（△は益） 1,164 579

固定資産売却損益（△は益） △6,073 △829

助成金収入 - △14,676

事業構造改善費用 - 4,392

売上債権の増減額（△は増加） △16,194 1,323,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,952 111,256

仕入債務の増減額（△は減少） 121,884 △941,846

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,240 △67,345

その他 △40,137 △82,236

小計 228,218 203,204

利息及び配当金の受取額 3,939 1,740

利息の支払額 △31,486 △34,374

法人税等の支払額 △30,638 △33,250

法人税等の還付額 - 0

助成金の受取額 - 11,775

事業構造改善費用の支払額 - △4,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 170,034 144,703

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 - △2,100

定期預金の払戻による収入 2,100 -

投資有価証券の取得による支出 △591 △642

有形固定資産の取得による支出 △175,363 △221,930

有形固定資産の売却による収入 10,955 5,900

無形固定資産の取得による支出 △7,324 △1,980

貸付金の回収による収入 3,672 3,672

その他 11,980 7,749

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,572 △209,331

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） 91,191 △28,332

長期借入金の返済による支出 △415,662 △311,994

長期借入れによる収入 150,000 500,000

自己株式の取得による支出 △130 △39

リース債務の返済による支出 △66,206 △15,671

財務活動によるキャッシュ・フロー △240,808 143,961

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,728 △15,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △240,075 63,403

現金及び現金同等物の期首残高 1,504,285 1,535,730

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,264,210 1,599,133
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

１．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

(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 6,157,845 1,030,507 7,188,352 ─ 7,188,352

セグメント間の内部売上高
又は振替高

52,178 894 53,073 △53,073 ─

計 6,210,023 1,031,401 7,241,425 △53,073 7,188,352

セグメント利益
又はセグメント損失(△)

△25,807 36,387 10,580 ─ 10,580

(注) セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．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

(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 5,070,749 824,532 5,895,282 ─ 5,895,282

セグメント間の内部売上高
又は振替高

40,959 59 41,019 △41,019 ─

計 5,111,709 824,592 5,936,301 △41,019 5,895,282

セグメント利益
又はセグメント損失(△)

△301,377 22,206 △279,170 ─ △279,170

(注) セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
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