
 

 

 

   

 

 
(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

   

   

   

 

   

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 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。] 
(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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

   

1. 通期の連結業績予想に関する事項につきましては、第２四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、平成20年５月23日公表の予想数
値を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、２ページ「【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関
する定性的情報」及び本日平成20年11月13日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
2. 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、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。 

  
3. 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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平
成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第４号及び第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用し
ております。 

平成21年３月期 第２四半期決算短信
平成20年11月13日

上 場 会 社 名 天龍木材株式会社 上場取引所  名証第二部
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代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)大木 洋
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四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

1. 平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）
 (1) 連結経営成績(累計)

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２四半期 8,632 ─ 166 ─ 13 ─ △126 ─
20年３月期第２四半期 10,657 2.9 201 △36.4 8 △94.0 △88 ─

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２四半期 △14 14 ─ ─
20年３月期第２四半期 △9 82 ─ ─

 (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２四半期 14,181 420 3.0 △176 24
20年３月期 14,140 565 4.0 △159 89
(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 420百万円 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) ──── ──── ─ ─

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）

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 18,200 △11.1 420 14.8 120 ─ 5 ─ 0 56

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

21年３月期第２四半期 9,111,190株 20年３月期 9,111,190株

21年３月期第２四半期 148,975株 20年３月期 138,001株

21年３月期第２四半期 8,968,387株 20年３月期第２四半期 8,979,611株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



当第２四半期連結累計期間(平成20年４月～９月)におけるわが国経済は、前半は原油や原材料価格の高騰の影響が

あり、後半はサブプライム問題に端を発した国際的な金融不安等から企業収益が悪化するなど、景気は停滞しており

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が収束しつつあり、新設住宅

着工戸数は58万戸（前年同期比8.9％増）となりましたが、依然として低い水準で推移しており、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２四半期連結累計期間の売上高は、8,632,463千円(前年同期比19.0％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166,032千円(前年同期比17.7％減)、経常利益

13,943千円(前年同期比55.5％増)となりました。また、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」の適用により、たな卸資産評価損140,063千円を特別損失に計上したこと等で、四半期純損失126,837千円(前年

同期は四半期純損失88,204千円)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8,049,611千円(前年同期比17.2％減)、営業利益は123,600千円(前年同期比31.8％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低迷による影響があったものの、受注の確保及び工場のコスト削減によ

る利益率の向上があり、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582,852千円(前年同期比37.9％減)、営業利益は42,431千円(前年同期比109.0％増)となりま

した。 

※前年同期の金額及び対前年同期増減率は、参考として記載しております。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第２四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41,205千円増加し14,181,213千円となりまし

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41,205千円増加しました。この主な要因は、その他（前渡金）が455,805

千円増加した一方で、現金及び預金が104,763千円、受取手形及び売掛金が107,454千円、資産売却に伴い土地が

101,223千円それぞれ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185,976千円増加しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が

623,792千円増加した一方で、短期借入金が377,400千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126,837千円を計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ144,771千円減少

しました。  
  
(2)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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

117,101千円減少し505,502千円となりました。  

（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238,163千円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失

152,730千円を計上しましたが、たな卸資産が120,386千円、仕入債務が167,720千円それぞれ増加した一方で、売上

債権が104,100千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、獲得した資金は25,787千円となりました。この主な要因は、貸付による支出31,193千円（純

額）があった一方で、有形固定資産の売却による収入74,614千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381,365千円となりました。この主な要因は、短期借入金が377,400千円減少し

たこと等によるものであります。 
  

通期の業績予想につきましては、当第２四半期及び最近の新設住宅着工戸数の動向を踏まえ、平成20年５月23日公

表の通期業績予想を達成することが困難と考え、通期業績予想を修正いたします。 

 なお、詳細につきましては、本日(平成20年11月13日)公表の「平成21年３月期通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

  

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

天龍木材㈱(7904)平成21年３月期第２四半期決算短信

2



該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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２四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。 

  

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

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、当第２四半期連結累計期間における売上総利益及び営業利益

は32,781千円減少し、経常利益は34,745千円減少し、税金等調整前四半期純損失は174,809千円増加しており

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。 

  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 740,575 845,338 

受取手形及び売掛金 4,603,137 4,710,591 

商品及び製品 2,447,568 2,472,167 

仕掛品 41,113 101,311 

原材料及び貯蔵品 222,636 157,327 

その他 835,001 386,103 

貸倒引当金 △514,191 △505,138 

流動資産合計 8,375,840 8,167,702 

固定資産 

有形固定資産 

土地 3,314,804 3,416,028 

その他（純額） 1,329,809 1,355,980 

有形固定資産合計 4,644,614 4,772,009 

無形固定資産 

のれん 3,095 3,571 

その他 18,858 18,900 

無形固定資産合計 21,953 22,472 

投資その他の資産 

その他 1,947,119 2,211,538 

貸倒引当金 △808,254 △1,033,653 

投資その他の資産合計 1,138,865 1,177,884 

固定資産合計 5,805,433 5,972,366 

資産合計 14,181,273 14,140,068 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 3,755,089 3,131,296 

短期借入金 9,562,200 9,939,600 

未払法人税等 14,203 15,048 

賞与引当金 10,350 12,847 

その他 140,444 148,193 

流動負債合計 13,482,287 13,246,985 

固定負債 

長期借入金 29,500 32,500 

退職給付引当金 214,080 222,181 

その他 34,897 73,121 

固定負債合計 278,477 327,803 

負債合計 13,760,765 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 △2,071,975 △1,945,137 

自己株式 △13,427 △12,462 

株主資本合計 417,460 545,263 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 24,190 37,527 

繰延ヘッジ損益 △4,984 △644 

為替換算調整勘定 △16,157 △16,867 

評価・換算差額等合計 3,048 20,016 

純資産合計 420,508 565,279 

負債純資産合計 14,181,273 14,140,068 
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(2) 【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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 8,632,463 

売上原価 7,795,203 

売上総利益 837,260 

販売費及び一般管理費 671,227 

営業利益 166,032 

営業外収益 

受取利息 4,587 

受取配当金 10,544 

為替差益 8,199 

その他 5,972 

営業外収益合計 29,304 

営業外費用 

支払利息 134,544 

持分法による投資損失 4,245 

その他 42,603 

営業外費用合計 181,393 

経常利益 13,943 

特別損失 

固定資産除売却損 26,609 

たな卸資産評価損 140,063 

特別損失合計 166,673 

税金等調整前四半期純損失（△） △152,730 

法人税、住民税及び事業税 9,877 

法人税等調整額 △35,770 

法人税等合計 △25,892 

四半期純損失（△） △126,837 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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（△） △152,730 

減価償却費 31,686 

たな卸資産評価損 140,063 

持分法による投資損益（△は益） 4,245 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △216,346 

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,497 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,101 

受取利息及び受取配当金 △15,132 

支払利息 134,544 

固定資産売却損益（△は益） 26,609 

売上債権の増減額（△は増加） 104,100 

たな卸資産の増減額（△は増加） △120,386 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 235,376 

仕入債務の増減額（△は減少） 167,720 

その他 33,691 

小計 362,846 

利息及び配当金の受取額 12,060 

利息の支払額 △127,475 

法人税等の支払額 △9,267 

営業活動によるキャッシュ・フロー 238,163 

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 △112,830 

定期預金の払戻による収入 100,493 

有形固定資産の取得による支出 △5,276 

有形固定資産の売却による収入 74,614 

貸付けによる支出 △100,000 

貸付金の回収による収入 68,806 

その他 △19 

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,787 

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） △377,400 

長期借入金の返済による支出 △3,000 

自己株式の取得による支出 △965 

財務活動によるキャッシュ・フロー △381,365 

現金及び現金同等物に係る換算差額 312 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,101 

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 505,502 
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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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書

きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

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。  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
(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に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、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２四半期連結累計期間における営業利益は「木材・建材事業」が21,271千円、「住

宅・不動産事業」が11,510千円それぞれ減少しております。 

４ 「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」に記載のとおり、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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

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) セグメント情報

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

8,049,611 582,852 ─ 8,632,463 ― 8,632,463

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 5,376 ― 5,376 ( 5,376) ―

計 8,049,611 588,229 ─ 8,637,840 ( 5,376) 8,632,463

営業利益 123,600 42,431 ─ 166,032 ─ 166,032

(6) 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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）中間連結損益計算書 

  

「参考資料」

科目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 10,657,870

Ⅱ 売上原価 9,729,067

  売上総利益 928,802

Ⅲ 販売費及び一般管理費 727,156

  営業利益 201,645

Ⅳ 営業外収益 ( 24,807)

  受取利息及び配当金 14,507

  その他 10,299

Ⅴ 営業外費用 ( 217,488)

  支払利息 158,380

  持分法による投資損失 4,025

  その他 55,083

  経常利益 8,964

Ⅵ 特別利益 ( 85,551)

  投資有価証券売却益 75,554

  その他 9,997

Ⅶ 特別損失 ( 175,810)

  固定資産売却並びに廃棄損 165

  貸倒引当金繰入額 99,309

  その他 76,335

 税金等調整前中間純損失(△) △81,294

 法人税、住民税及び事業税 5,680

 過年度法人税、住民税及び事業税 1,230

 中間純損失(△) △88,204
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(2)（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

区分

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純損失(△) △81,294

   減価償却費 30,272

   持分法による投資損益(△は益) 4,025

   貸倒引当金の増減額(△は減少) 89,137

   賞与引当金の増減額(△は減少) △133

   退職給付引当金の増減額(△は減少) △13,678

   受取利息及び受取配当金 △14,507

   支払利息 158,380

   固定資産売却並びに廃棄損 165

   固定資産売却損益(△は益) △8

   投資有価証券評価損 38,999

   投資有価証券売却損益(△は益) △75,554

   売上債権の増減額(△は増加) 432,023

   たな卸資産の増減額(△は増加) △570,506

   破産更生債権等の増減額(△は増加) △57,771

   仕入債務の増減額(△は減少) 149,913

   その他 △224,216

    小計 △134,753

   利息及び配当金の受取額 11,849

   利息の支払額 △159,510

   法人税等の支払額 △18,094

   保険金収入 364,107

   営業活動によるキャッシュ・フロー 63,598

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 △158,880

   定期預金の払戻による収入 152,528

   有形固定資産の取得による支出 △65,027

   有形固定資産の売却による収入 169

   貸付けによる支出 △62,000

   貸付金の回収による収入 33,965

   その他 7,606

   投資活動によるキャッシュ・フロー △91,637

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) 323,000

   自己株式の取得による支出 △864

   財務活動によるキャッシュ・フロー 322,135

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,668

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 297,765

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中間期末残高 678,576
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(3)セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
(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 営業費用は、すべて各セグメントに配賦しており、配賦不能営業費用はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 

  

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

9,718,908 938,961 ─ 10,657,870 ― 10,657,870

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 5,062 ─ 5,062 ( 5,062) ―

計 9,718,908 944,024 ─ 10,662,932 ( 5,062) 10,657,870

  営業費用 9,537,563 923,723 ─ 10,461,286 ( 5,062) 10,456,224

  営業利益 181,345 20,300 ─ 201,645 ─ 201,645
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