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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第3四半期 10,841 △13.8 137 △40.5 △59 ― △63 ―

21年3月期第3四半期 12,580 ― 231 ― △11 ― △160 ―

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

22年3月期第3四半期 △7.14 ―

21年3月期第3四半期 △17.92 ―

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

22年3月期第3四半期 13,468 264 2.0 △193.86

21年3月期 14,108 289 2.1 △191.08

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  264百万円 21年3月期  289百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％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  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 16,069 △3.7 307 15.8 41 ― 43 ― 4.80
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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）  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、５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） 

[(注) 詳細は、５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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と
異なる場合があります。 
 なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料の４ページを参照して下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 9,111,190株 21年3月期  9,111,190株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  158,659株 21年3月期  161,620株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 8,955,773株 21年3月期第3四半期 8,965,080株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）におけるわが国経済

は、景気の低迷から企業収益が伸び悩み、雇用情勢も悪化するなど、依然として厳しい状況が続きま

した。住宅関連業界におきましても、新設住宅着工戸数は58万８千戸(前年同四半期比29.9％減少)と

なり、持家・貸家・分譲住宅ともに減少し、低調に推移しました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、「新３カ年中期経営計画」の二年目にあたり、経営

目標達成に向けて取り組みました。  

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、10,841,750千円(前年同四半期比13.8％減少)と

なりました。損益面では、売上高の減少により、営業利益137,708千円(前年同四半期比40.5％減

少)、経常損失59,981千円(前年同四半期は経常損失11,808千円)、四半期純損失63,973千円(前年同四

半期は四半期純損失160,623千円)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、営業体制の再編成による営業力の強化と色物丸太等の採算重視の販売により販売の拡

大を図りましたが、持家住宅着工戸数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戸数の減少

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10,095,748千円(前年同四半期比13.9％減少)、営業利益97,502千円(前年同四半

期比44.9％減少)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746,002千円(前年同四半期比13.0％減少)、営業利益40,205千円(前年同四半期比

26.4％減少)となりました。  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四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640,177千円減少し13,468,332

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640,177千円減少し13,468,332千円となりました。この

主な要因は、現金及び預金が250,844千円及びリース資産が212,537千円増加した一方で、たな卸資産

が845,476千円、その他（前渡金）が135,629千円、その他(貸付金)が64,763千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614,707千円減少し13,203,900千円となりました。この

主な要因は、長期借入金が247,500千円及びリース債務が223,503千円増加した一方で、支払手形及び

買掛金が973,325千円及び短期借入金が155,100千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、主に四半期純損失63,973千円を計上したことや持分法適用関連会社１社を除外

したこと等により、前連結会計年度末に比べ25,470千円減少し264,431千円となりました。  

  

・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
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（2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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245,683千円増加し662,060千円となりました。 

（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177,205千円(前年同四半期は159,018千円の獲得)となりました。

この主な要因は、売上債権が111,391千円、たな卸資産が855,549千円、仕入債務が842,885千円それ

ぞれ減少し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18,303千円(前年同四半期は32,151千円の獲得)となりました。こ

の主な要因は、有形固定資産(建物及び機械装置)の取得による支出38,405千円及び貸付金の回収

33,928千円(純額)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、調達した資金は86,431千円(前年同四半期は89,462千円の使用)となりました。こ

の主な要因は、長期借入れ350,000千円を行った一方で、短期借入金が215,100千円減少したこと等に

よるものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績が概ね計画どおりに推移しているため、現時点では、平成21年

11月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

天龍木材㈱(7904)平成22年３月期 第３四半期決算短信

4



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３四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３四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連結の範囲に関する事項の変更 

（会計方針の変更）  
第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）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ありません。  
  

②会計処理基準に関する事項の変更  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より

適用し、第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約において、当第

３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行

基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用してお

ります。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 
  

当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、当社は、毎期の利益計画の着実な実行を前提に、主力

取引銀行からの支援を受けており、当該計画の達成如何では、財務活動に重大な影響を及ぼす可能性が

あります。このことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

り、当社及び連結子会社は、当第３四半期連結会計期間末現在、契約期間が一年以内の借入金が100億

円と多額にあることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 当社は、当該状況を解消すべく、木材事業における営業体制の再編成による営業力の強化、天竜工場

（建材事業）における生産性の向上やコストダウン、全社的な経費削減を徹底するとともに、屋上緑化

事業等のエコ商品にも注力し、利益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、主力取引銀行からの継続的支援を得られるものと考えております。 

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 889,564 638,720

受取手形及び売掛金 4,449,386 4,537,080

商品及び製品 1,891,074 2,785,594

仕掛品 32,623 48,761

原材料及び貯蔵品 264,606 199,425

その他 333,207 563,377

貸倒引当金 △531,110 △519,077

流動資産合計 7,329,352 8,253,882

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,448,213 3,447,383

その他（純額） 1,517,781 1,314,826

有形固定資産合計 4,965,994 4,762,209

無形固定資産   

のれん 1,904 2,619

その他 18,785 18,816

無形固定資産合計 20,690 21,435

投資その他の資産   

その他 1,929,430 1,873,526

貸倒引当金 △777,135 △802,543

投資その他の資産合計 1,152,295 1,070,982

固定資産合計 6,138,980 5,854,628

資産合計 13,468,332 14,108,510

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,078,847 3,052,172

短期借入金 10,062,039 10,217,139

未払法人税等 11,229 23,704

賞与引当金 1,278 5,373

その他 235,446 142,486

流動負債合計 12,388,840 13,440,875

固定負債   

長期借入金 382,000 134,500

退職給付引当金 203,167 213,393

その他 229,893 29,839

固定負債合計 815,060 377,732

負債合計 13,203,900 13,818,608
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,502,459 1,502,459

資本剰余金 1,000,000 1,000,404

利益剰余金 △2,213,198 △2,168,134

自己株式 △13,438 △13,879

株主資本合計 275,821 320,849

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,456 3,629

繰延ヘッジ損益 695 －

為替換算調整勘定 △23,541 △34,577

評価・換算差額等合計 △11,389 △30,948

純資産合計 264,431 289,901

負債純資産合計 13,468,332 14,108,510

天龍木材㈱(7904)平成22年３月期 第３四半期決算短信

7



(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,580,190 10,841,750

売上原価 11,355,990 9,786,188

売上総利益 1,224,199 1,055,562

販売費及び一般管理費 992,705 917,854

営業利益 231,494 137,708

営業外収益   

受取利息 6,433 2,699

受取配当金 11,264 10,314

為替差益 2,846 －

持分法による投資利益 － 7,576

その他 8,975 4,046

営業外収益合計 29,520 24,636

営業外費用   

支払利息 203,653 163,434

為替差損 － 4,371

持分法による投資損失 54 －

その他 69,115 54,519

営業外費用合計 272,823 222,325

経常損失（△） △11,808 △59,981

特別利益   

固定資産売却益 71 －

貸倒引当金戻入額 － 7,842

特別利益合計 71 7,842

特別損失   

固定資産除売却損 26,609 3,453

たな卸資産評価損 140,063 －

特別損失合計 166,673 3,453

税金等調整前四半期純損失（△） △178,410 △55,592

法人税、住民税及び事業税 17,984 8,381

法人税等調整額 △35,770 －

法人税等合計 △17,786 8,381

四半期純損失（△） △160,623 △63,973
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △178,410 △55,592

減価償却費 47,709 52,788

たな卸資産評価損 140,063 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △216,846 △13,374

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,412 △4,095

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,734 △10,226

受取利息及び受取配当金 △17,698 △13,014

支払利息 203,653 163,434

固定資産売却損益（△は益） 26,538 3,453

持分法による投資損益（△は益） 54 △7,576

売上債権の増減額（△は増加） 324,385 111,391

たな卸資産の増減額（△は増加） △533,663 855,549

破産更生債権等の増減額（△は増加） 234,596 2,755

仕入債務の増減額（△は減少） 316,612 △842,885

その他 22,661 94,138

小計 350,511 336,748

利息及び配当金の受取額 13,127 20,970

利息の支払額 △190,873 △157,307

法人税等の支払額 △13,746 △23,206

営業活動によるキャッシュ・フロー 159,018 177,205

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 △218,343 △265,503

定期預金の払戻による収入 203,735 260,343

有形固定資産の取得による支出 △8,229 △38,405

有形固定資産の売却による収入 74,845 －

貸付けによる支出 △105,000 △48,000

貸付金の回収による収入 82,962 81,928

その他 2,180 △8,665

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,151 △18,303

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） △83,774 △215,100

長期借入れによる収入 － 350,000

長期借入金の返済による支出 △4,500 △42,500

リース債務の返済による支出 － △5,576

自己株式の取得による支出 △1,187 △391

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,462 86,431

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,036 349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92,670 245,683

現金及び現金同等物の期首残高 622,603 416,376

現金及び現金同等物の四半期末残高 715,274 662,060
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四半期連結財務諸表提出会社である当社は、毎期の利益計画の着実な実行を前提に、主力取引銀行

からの支援を受けており、当該計画の達成如何では、財務活動に重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。このことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。 

当社は、当該状況を解消すべく、今後も、利益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、主力取引銀行からの継続的支援を得られるものと考えております。 

しかし、当社及び連結子会社は、当第３四半期連結会計期間末現在、契約期間が一年以内の借入金

が100億円と多額にあることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

なお、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、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31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、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３四半期連結累計期間における営業利益は「木材・建材事業」が18,625千円、「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、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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

11,723,191 856,998 ─ 12,580,190 ― 12,580,190

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 8,005 ─ 8,005 ( 8,005) ―

計 11,723,191 865,004 ─ 12,588,195 ( 8,005) 12,580,190

営業利益 176,884 54,609 ─ 231,494 ─ 231,494

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

10,095,748 746,002 ─ 10,841,750 ― 10,841,750

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ 8,264 ─ 8,264 ( 8,264) ―

計 10,095,748 754,266 ─ 10,850,015 ( 8,264) 10,841,750

営業利益 97,502 40,205 ─ 137,708 ─ 137,708
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 前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

 前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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