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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 3,831 △24.0 73 △28.4 1 △94.1 △131 ─
20年３月期第１四半期 5,042 8.2 102 △10.8 17 △34.5 21 △14.4

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

21年３月期第１四半期 △14 68 ─ ─
20年３月期第１四半期 2 36 0 87

　(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

21年３月期第１四半期 14,213 443 3.1 △173 57
20年３月期 14,140 565 4.0 △159 89
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 443百万円 20年３月期 565百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ ─ ─ ─ 0 00
21年３月期 ─ ─── ─── ─── 0 00
21年３月期(予想) ─── ─ ─ ─

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間 10,065 △5.6 263 30.8 91 ─ △20 ─ △2 23
通期 20,559 0.4 555 51.6 212 ─ 124 ─ 13 81
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

4. その他

(1) 期中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
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(3) 四半期連結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（四半期連結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もの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有
　② ①以外の変更 ： 無
　 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(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）

21年３月期第１四半期 9,111,190株 20年３月期 9,111,190株
　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 141,753株 20年３月期 138,001株
　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 8,972,075株 20年３月期第１四半期 8,981,736株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
  1. 本資料に記載さてれいる業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づき作成したものであります。実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能
性があります。

  2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成してお
ります。
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰の影響から企業収益が悪化するなど、景

気は減速感を強めております。住宅関連業界におきましては、平成19年６月の改正建築基準法の施行による影響から、新

設住宅着工戸数は28万９千戸（前年同期比では11％の減少、前年同月比では12か月連続の減少）となり、当社グループを

取り巻く事業環境は、非常に厳しい状況が続いております。 

　このような事業環境のもと、当社グループは、平成20年4月から「新３カ年中期経営計画」をスタートし、目標達成に

向けて取り組みました。 

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、3,831,170千円(前年同期比24.0％減)となりました。損益面では、

売上総利益率は改善されましたが売上高の減少により、営業利益73,910千円(前年同期比28.4％減)、経常利益1,896千円

(前年同期比94.1％減)となりました。また、当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用

し、たな卸資産評価損140,063千円を特別損失に計上したことにより、四半期純損失131,732千円(前年同期は四半期純利

益21,221千円)となりました。 

（事業の種類別セグメントの業績）

・ 木材・建材事業

木材事業は、色物丸太等の採算重視の販売と販売エリアの拡大や新規商品の取扱いにより販売の拡大を図りました
が、持家住宅着工が低迷を続けるなどの影響を受け厳しい状況にありました。 
　建材事業は、工場の生産性に改善がみられましたが、マンションや商業施設の建築着工の減少に伴う住宅資材の需
要の低下により、売上高が減少し苦戦を強いられました。 
　この結果、売上高は3,534,420千円(前年同期比21.8％減)、営業利益は47,140千円(前年同期比41.7％減)となりま
した。
・ 住宅・不動産事業

プレカット事業は、新設住宅着工戸数の減少による影響があったものの、受注の確保に努める一方で住宅周辺資材
の取扱いを行ったことから比較的堅調に推移いたしました。 
　また、不動産賃貸事業は、計画どおりの収入・収益をあげることが出来ました。 
　この結果、売上高は296,750千円(前年同期比43.0％減)、営業利益は26,770千円(前年同期比22.5％増)となりまし
た。 

2. 連結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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ73,705千円増加し14,213,774千円となりました。

この主な要因は次のとおりであります。 

　資産については、前連結会計年度末に比べ73,705千円増加しました。この主な要因は、たな卸資産が209,642千円、そ

の他（前渡金）が145,582千円それぞれ増加した一方で、受取手形及び売掛金が270,683千円減少したこと等によるもので

あります。 

　負債については、前連結会計年度末に比べ195,819千円増加しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が307,275

千円増加した一方で、短期借入金が115,300千円減少したこと等によるものであります。 

　純資産については、四半期純損失131,732千円を計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ122,114千円減少しま

した。 

(2)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

20,425千円増加し643,028千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は135,087千円(前年同期は50,450千円の獲得)となりました。この主な要因は、税金

等調整前四半期純損失128,949千円を計上しましたが、たな卸資産が347,991千円、仕入債務が159,281千円それぞれ増

加した一方で、売上債権が280,964千円減少したことに加え、非資金費用であるたな卸資産評価損140,063千円があっ

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）

投資活動の結果、使用した資金は351千円(前年同期は66,619千円の使用)となりました。この主な要因は、定期預金の

払戻による収入836千円（純額）があった一方で、有形固定資産の取得による支出1,059千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）

財務活動の結果、使用した資金は117,149千円(前年同期318,091千円の調達)となりました。この主な要因は、短期借

入金が115,300千円減少したこと等によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間における業績は、概ね計画どおり推移しているため、現時点では、平成20年５月23日に公

表致しました平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び平成21年３月期の業績予想に変更はありません。
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4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方

法によっております。 

　なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

④未実現損益の消去

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積って計算

しております。

(3) 四半期連結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
①棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）に変更しております。  

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益及び営業利益が8,724千円増加し、経常利益が7,396

千円増加し、税金等調整前四半期純損失が132,667千円増加しております。 

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

②連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５

月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

　当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 864,928 845,338

受取手形及び売掛金 4,439,908 4,710,591

商品及び製品 2,662,511 2,472,167

原材料及び貯蔵品 241,336 157,327

仕掛品 36,600 101,311

その他 509,000 386,103

貸倒引当金 △505,604 △505,138

流動資産合計 8,248,681 8,167,702

固定資産

有形固定資産

土地 3,416,028 3,416,028

その他（純額） 1,341,213 1,355,980

有形固定資産合計 4,757,242 4,772,009

無形固定資産

のれん 3,333 3,571

その他 18,879 18,900

無形固定資産合計 22,212 22,472

投資その他の資産

その他 2,109,358 2,211,538

貸倒引当金 △923,721 △1,033,653

投資その他の資産合計 1,185,637 1,177,884

固定資産合計 5,965,092 5,972,366

資産合計 14,213,774 14,140,068
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,438,572 3,131,296

短期借入金 9,824,300 9,939,600

未払法人税等 5,202 15,048

賞与引当金 17,932 12,847

その他 150,764 148,193

流動負債合計 13,436,771 13,246,985

固定負債

長期借入金 31,000 32,500

退職給付引当金 222,858 222,181

その他 79,978 73,121

固定負債合計 333,836 327,803

負債合計 13,770,608 13,574,788

純資産の部

株主資本

資本金 1,502,459 1,502,459

資本剰余金 1,000,404 1,000,404

利益剰余金 △2,076,870 △1,945,137

自己株式 △12,812 △12,462

株主資本合計 413,180 545,263

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 41,268 37,527

繰延ヘッジ損益 △858 △644

為替換算調整勘定 △10,425 △16,867

評価・換算差額等合計 29,984 20,016

純資産合計 443,165 565,279

負債純資産合計 14,213,774 14,140,068
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 3,831,170

売上原価 3,418,269

売上総利益 412,901

販売費及び一般管理費 338,990

営業利益 73,910

営業外収益

受取利息 2,338

受取配当金 10,076

為替差益 6,150

その他 3,473

営業外収益合計 22,039

営業外費用

支払利息 68,923

持分法による投資損失 3,610

その他 21,519

営業外費用合計 94,053

経常利益 1,896

特別利益

貸倒引当金戻入額 9,217

特別利益合計 9,217

特別損失

たな卸資産評価損 140,063

特別損失合計 140,063

税金等調整前四半期純損失（△） △128,949

法人税、住民税及び事業税 2,783

四半期純損失（△） △131,732
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月 1日

 至 平成20年6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（△） △128,949

減価償却費 15,762

たな卸資産評価損 140,063

貸倒引当金の増減額（△は減少） △109,467

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,085

退職給付引当金の増減額（△は減少） 676

受取利息及び受取配当金 △12,415

支払利息 68,923

持分法による投資損益（△は益） 3,610

売上債権の増減額（△は増加） 280,964

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,991

破産更生債権等の増減額（△は増加） 104,570

仕入債務の増減額（△は減少） 159,281

その他 26,476

小計 206,593

利息及び配当金の受取額 9,065

利息の支払額 △69,757

法人税等の支払額 △10,813

営業活動によるキャッシュ・フロー 135,087

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 △26,000

定期預金の払戻による収入 26,836

有形固定資産の取得による支出 △1,059

貸付けによる支出 △31,000

貸付金の回収による収入 30,871

投資活動によるキャッシュ・フロー △351

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） △115,300

長期借入金の返済による支出 △1,500

自己株式の取得による支出 △349

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,425

現金及び現金同等物の期首残高 622,603

現金及び現金同等物の四半期末残高 643,028
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期

連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、平成17年４月から「新３カ年事業再構築計画」を実行してきました。改正

建築基準法の影響等により、経営環境が悪化したこともふまえ、平成20年４月から新たに「新３カ年中期経営計画」をス

タートしました。この実行を前提に金融機関からの支援を継続して受けており、このことにより、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

　しかしながら、当社は、新たに策定した「新３カ年中期経営計画」を確実に実行することで、さらなる財務体質の改善

を図ることにより、金融機関からの支援は継続されるものと考えております。 

　したがいまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しております。 

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

木材・
建材事業
(千円)

住宅・
不動産事業
(千円)

その他の
事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

3,534,420 296,750 ─ 3,831,170 ― 3,831,170

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

─ 2,713 ― 2,713 ( 2,713) ―

計 3,534,420 299,464 ─ 3,833,884 ( 2,713) 3,831,170

営業利益 47,140 26,770 ─ 73,910 ─ 73,910

(注) １ 事業区分の方法

　 製品の種類・性質、市場及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。

２ 各事業区分に属する主要な事業内容

  木材・建材事業：原木・木材製品の販売及び建材品の製造・販売に関する事業

    住宅・不動産事業：プレカット加工及びプレカット加工用木材の販売、不動産の販売及び賃貸に関する事

業 

３ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期

間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比

べ、当第１四半期連結累計期間における営業利益は「木材・建材事業」が5,104千円、「住宅・不動産事業」が

3,620千円それぞれ増加しております。

４ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事実等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期

間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用しております。 

　当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 5,042,350

Ⅱ 売上原価 4,577,550

　 売上総利益 464,799

Ⅲ 販売費及び一般管理費 362,083

　 営業利益 102,716

Ⅳ 営業外収益 ( 19,139)

　 受取利息及び配当金 10,595

　 持分法による投資利益 262

　 その他 8,280

Ⅴ 営業外費用 ( 104,465)

　 支払利息 77,311

　 その他 27,153

　 経常利益 17,390

Ⅵ 特別利益 ( 6,522)

　 その他 6,522

Ⅶ 特別損失 ( 11)

　 固定資産売却並びに廃棄損 11

　税金等調整前四半期純利益 23,901

　法人税、住民税及び事業税 2,680

　四半期純利益 21,221
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 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利益 23,901

　 減価償却費 10,829

　 持分法による投資損益(△は利益) △262

　 賞与引当金の増減額(△は減少) 8,109

　 退職給付引当金の増減額(△は減少) △3,638

　 受取利息及び受取配当金 △10,595

　 支払利息 77,311

　 固定資産売却並びに廃棄損 11

　 固定資産売却損益(△は益) △6,522

　 売上債権の増減額(△は増加) 400,851

　 たな卸資産の増減額(△は増加) △1,101,600

　 破産更生債権等の増減額(△は増加) 176

　 仕入債務の増減額(△は減少) 525,176

　 その他 252,302

　 小計 176,050

　 利息及び配当金の受取額 7,588

　 利息の支払額 △79,598

　 法人税等の支払額 △53,589

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 50,450

Ⅱ 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 △22,000

　 定期預金の払戻による収入 19,000

　 有形固定資産の取得による支出 △41,663

　 有形固定資産の売却による収入 6,522

　 貸付けによる支出 △42,000

　 貸付金の回収による収入 14,400

　 その他 △878

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △66,619

Ⅲ 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) 318,500

　 自己株式の取得による支出 △408

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 318,091

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,998

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 304,921

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 380,810

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 685,732

― 10 ―

決算短信 2008年08月11日 16時15分 04347xe01_in 10ページ （Tess 1.10 20080626_01）



天龍木材㈱(7904)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

木材・
建材事業
(千円)

住宅・
不動産事業
(千円)

その他の
事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

　 売上高

　(1) 外部顧客に対する
　 売上高

4,521,399 520,950 ─ 5,042,350 ― 5,042,350

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

─ 2,576 ─ 2,576 ( 2,576) ―

計 4,521,399 523,526 ─ 5,044,926 ( 2,576) 5,042,350

　 営業費用 4,440,544 501,665 ─ 4,942,209 ( 2,576) 4,939,633

　 営業利益 80,855 21,861 ─ 102,716 ─ 102,716

(注) １ 事業区分の方法

　 製品の種類・性質、市場及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。

２ 各事業区分に属する主要な事業内容

　 木材・建材事業：原木・木材製品の販売及び建材品の製造・販売に関する事業

　 住宅・不動産事業：プレカット加工及びプレカット加工用木材の販売、不動産の販売及び賃貸に関する事 

業 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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