
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年2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 https://www.yamato-in.co.jp/

代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 重岡 幹生

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部長 （氏名） 岩本 滋行 TEL 03-3834-3111

四半期報告書提出予定日 2023年2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. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31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 ％

2023年3月期第3四半期 12,149 16.6 170 ― △9 ― △61 ―

2022年3月期第3四半期 10,418 11.4 △155 ― △193 ― △207 ―

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　235百万円 （―％） 2022年3月期第3四半期　　△58百万円 （―％）

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

2023年3月期第3四半期 △58.38 ―

2022年3月期第3四半期 △206.81 ―

(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

2023年3月期第3四半期 9,074 1,667 18.4 1,264.02

2022年3月期 8,155 1,227 15.0 1,222.26

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 1,666百万円 2022年3月期 1,226百万円

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

2022年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2023年3月期 ― 0.00 ―

2023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

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 15,600 9.6 200 ― 70 ― 20 ― 18.90

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 ： 有

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） 2023年3月期3Q 1,332,179 株 2022年3月期 1,017,179 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 12,724 株 2022年3月期 12,691 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 1,058,317 株 2022年3月期3Q 1,004,488 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、詳細は添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による新型コロナウイルス感染症に係る行動制限の解除

以降、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあり持ち直しの動きが見られたものの、原材料価格の高騰や外国為

替市場の変動、物価上昇等が見られ、また、世界経済につきましても、ロシア・ウクライナ紛争の長期化や中国の

新型コロナウイルス感染者の急増による景気への影響等、先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況の中、当社グループは、国内外の体制を再整備し、合理化の実行による業績向上を目指してまい

りました。

　売上は、121億49百万円（前年同四半期104億18百万円）と増収となり、利益面では、営業利益１億70百万円（前

年同四半期損失１億55百万円）、経常損失９百万円（前年同四半期損失１億93百万円）、親会社株主に帰属する四

半期純損失61百万円（前年同四半期損失２億７百万円）と改善となりました。

　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

（合成樹脂成形関連事業）

　顧客業績の回復に伴い、当社及び連結子会社で売上が増加したことにより売上高は、104億76百万円（前年同四

半期88億64百万円）と増収となり、利益面では、営業利益１億42百万円（前年同四半期損失１億18百万円）と改善

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大口顧客向けを受注したことにより、売上高は、16億72百万円（前年

同四半期15億53百万円）と増収になりました。利益面では、営業利益27百万円（前年同四半期損失36百万円）と改

善となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　資産合計は90億74百万円となり、前連結会計年度末と比べ９億18百万円増加しました。これは、主に受取手形及

び売掛金が４億89百万円、原材料及び貯蔵品１億39百万円、機械装置及び運搬具１億24百万円増加したことによる

ものです。

（負債）

　負債合計は74億６百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億77百万円増加しました。これは主に、支払手形及

び買掛金が５億41百万円増加、長期借入金が１億22百万円減少したことによるものです。

（純資産）

　純資産合計は16億67百万円となり前連結会計年度末と比べ４億40百万円増加しました。これは主に、為替換算調

整勘定が２億96百万円、資本金、資本剰余金がそれぞれ１億２百万円増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　本日公表の「業績予想の修正及び営業外費用（為替差損）の増加に関するお知らせ」において、2023年３月期通

期連結累計期間の業績予想の修正を開示しております。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,969,931 2,052,157

受取手形及び売掛金 2,275,679 2,765,115

電子記録債権 855,115 796,997

商品及び製品 544,574 654,227

仕掛品 153,559 125,321

原材料及び貯蔵品 364,816 504,064

その他 122,101 130,183

流動資産合計 6,285,778 7,028,067

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 268,435 264,363

機械装置及び運搬具（純額） 500,871 625,297

土地 768,976 768,976

リース資産（純額） 42,131 32,137

建設仮勘定 2,126 16,865

その他（純額） 83,151 99,630

有形固定資産合計 1,665,693 1,807,271

無形固定資産

リース資産 8,453 29,855

その他 14,017 17,524

無形固定資産合計 22,471 47,380

投資その他の資産

投資有価証券 32,762 36,362

その他 149,261 154,952

投資その他の資産合計 182,023 191,314

固定資産合計 1,870,187 2,045,966

資産合計 8,155,966 9,074,034

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,156,369 2,697,730

電子記録債務 442,606 446,669

短期借入金 1,277,188 1,242,163

リース債務 22,887 30,902

未払法人税等 19,049 25,460

賞与引当金 9,621 10,616

その他 255,884 318,850

流動負債合計 4,183,606 4,772,393

固定負債

長期借入金 2,522,531 2,400,320

リース債務 33,643 44,352

繰延税金負債 29,281 31,868

退職給付に係る負債 151,827 148,971

その他 7,327 8,308

固定負債合計 2,744,610 2,633,821

負債合計 6,928,217 7,406,215

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 1,029,998

資本剰余金 763,504 865,879

利益剰余金 △588,128 △649,912

自己株式 △23,244 △23,297

株主資本合計 1,079,755 1,222,668

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,431 3,229

繰延ヘッジ損益 － △7,149

為替換算調整勘定 182,398 478,399

退職給付に係る調整累計額 △36,731 △30,449

その他の包括利益累計額合計 147,098 444,029

非支配株主持分 894 1,121

純資産合計 1,227,748 1,667,819

負債純資産合計 8,155,966 9,074,034
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

売上高 10,418,408 12,149,497

売上原価 9,522,639 10,872,159

売上総利益 895,769 1,277,338

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 136,114 144,892

給料及び賞与 418,523 396,119

退職給付費用 30,216 31,665

その他 466,001 534,567

販売費及び一般管理費合計 1,050,854 1,107,246

営業利益又は営業損失（△） △155,085 170,092

営業外収益

受取利息 2,472 1,538

受取配当金 420 623

受取手数料 5,258 4,322

助成金収入 1,088 15,486

その他 6,335 5,854

営業外収益合計 15,577 27,824

営業外費用

支払利息 45,031 46,981

為替差損 6,689 154,843

その他 2,018 5,128

営業外費用合計 53,739 206,954

経常損失（△） △193,248 △9,037

特別利益

固定資産売却益 1,521 2,199

特別利益合計 1,521 2,199

特別損失

固定資産売却損 300 －

固定資産処分損 1,848 2,306

事業構造改善費用 － 11,203

特別退職金 15,574 －

操業休止費用 － 15,968

特別損失合計 17,723 29,479

税金等調整前四半期純損失（△） △209,450 △36,316

法人税等 20,011 25,265

法人税等還付税額 △21,873 －

四半期純損失（△） △207,588 △61,581

非支配株主に帰属する四半期純利益 151 202

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △207,740 △61,784

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

四半期純損失（△） △207,588 △61,581

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 390 1,798

繰延ヘッジ損益 △61 △7,149

為替換算調整勘定 143,651 296,201

退職給付に係る調整額 5,405 6,281

その他の包括利益合計 149,385 297,131

四半期包括利益 △58,203 235,549

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △58,418 235,147

非支配株主に係る四半期包括利益 214 402

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）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）

　当社は、2022年11月14日付で、株式会社ＩＡＴから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３

四半期連結累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ102,375千円増加し、当第３四半期連結会計期間末

において資本金が1,029,998千円、資本剰余金が865,879千円となっております。

（会計方針の変更）

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する

ことといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。

（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 8,864,751 1,553,657 10,418,408 － 10,418,408

セグメント間の内部売上高

又は振替高
74,988 208 75,197 △75,197 －

計 8,939,739 1,553,866 10,493,606 △75,197 10,418,408

セグメント損失(△) △118,401 △36,684 △155,085 － △155,085

（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 10,476,510 1,672,987 12,149,497 － 12,149,497

セグメント間の内部売上高

又は振替高
314 673 988 △988 －

計 10,476,825 1,673,660 12,150,485 △988 12,149,497

セグメント利益 142,500 27,591 170,092 － 170,092

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31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

（注）　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３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31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

（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。
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