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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

(注)平成23年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年３月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率については
記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

(注)平成23年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年３月期の数値については記載しておりません。 
 

(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 ％

23年3月期第3四半期 14,612 ― 263 ― 313 ― 172 ―

22年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年3月期第3四半期 44.35 ―

22年3月期第3四半期 ― ―

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

23年3月期第3四半期 14,817 3,409 23.0 874.36
22年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  3,409百万円 22年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

7.50 7.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
  平成23年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。 

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 19,300 ― 310 ― 330 ― 160 ― 41.03



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成23年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年３月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記
載しておりません。 
２．上記の予想は本資料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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 1社 （社名 東洋陸運株式会社 ）、 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） 23年3月期3Q 4,140,000株 22年3月期  4,140,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  240,654株 22年3月期  12,221株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 3,899,346株 22年3月期3Q 4,128,209株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府による経済対策などにより、企業収

益に改善の兆しが見られたものの、為替レートの変動やデフレの継続等先行き不透明な状況が続きました。 

木材業界におきましては、建築資材の需要に影響を与える新設住宅着工戸数は本格的な回復には至っていないも

のの、低金利や住宅ローン減税などの住宅投資促進政策の効果もあり前年同期に比べわずかながら増加し、当業界

に特に関係が深い持家や戸建分譲住宅も徐々に持ち直しの兆しが表れております。 

このような状況のなか、当社グループは積極的な営業活動による拡販に努めてまいりました。この結果、当第３

四半期連結累計期間の業績は、売上高は146億1千2百万円、営業利益は2億6千3百万円、経常利益は3億1千3百万円、

四半期純利益は1億7千2百万円となりました。 

なお、平成22年10月に、東洋陸運株式会社を子会社化したことに伴い、当第３四半期連結会計期間より四半期連

結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較は行っておりません。 

 

木材事業では主に木造戸建住宅の構造材を扱っております。戸建住宅市場の回復傾向を受け、現地挽輸入木材製

品や邸別プレカット部材の売上が好調で、売上高は134億2千5百万円、セグメント利益は1億9千万円となりました。 

 

物流事業では運送事業及び荷役事業を行っております。売上高は5億5千1百万円、セグメント利益は6百万円とな

りました。 

 

不動産事業では、賃貸用倉庫や賃貸用マンション等の賃貸業を行っております。売上高は1億7千万円、セグメン

ト利益は5千8百万円となりました。 

 

その他では、木材害虫防除関連事業を行っております。売上高は4億6千5百万円、セグメント利益は1千8百万円

となりました。 

 

  (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産が148億1千7百万円、純資産が34億9百万円となり、自

己資本比率は23.0％となりました。 

 

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期業績予想につきましては、平成22年11月12日付「連結決算開始に伴う平成23年３月期連結

業績予想に関するお知らせ」にて公表いたしました業績予想に変更はありません。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

平成22年10月１日付で東洋陸運株式会社の全株式を取得し、子会社化しました。当第３四半期連結会計期間より

連結の範囲に含めております。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 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、実地棚卸を省略し、当第２四半期会計期間末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。 

③ 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ863千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は7,174千円減少しております。 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計

基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20

年12月26日）を適用しております。 
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3. 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22年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,504,622

受取手形及び売掛金 4,334,065

商品及び製品 1,029,181

仕掛品 29,236

原材料及び貯蔵品 408,238

未成工事支出金 96,005

その他 262,016

貸倒引当金 △70,200

流動資産合計 7,593,165

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 2,776,056

土地 2,253,030

その他（純額） 296,006

有形固定資産合計 5,325,093

無形固定資産  

のれん 225,503

その他 15,883

無形固定資産合計 241,386

投資その他の資産  

その他 1,772,477

貸倒引当金 △114,549

投資その他の資産合計 1,657,927

固定資産合計 7,224,408

資産合計 14,817,574

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 6,160,798

短期借入金 3,275,653

未払法人税等 60,998

賞与引当金 78,289

その他 274,538

流動負債合計 9,850,276

固定負債  

長期借入金 936,099

退職給付引当金 179,225

役員退職慰労引当金 144,242

資産除去債務 9,284

その他 288,998

固定負債合計 1,557,849

負債合計 11,408,126
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 207,000

資本剰余金 4,491

利益剰余金 3,222,513

自己株式 △99,183

株主資本合計 3,334,822

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 80,257

繰延ヘッジ損益 △5,632

評価・換算差額等合計 74,625

純資産合計 3,409,447

負債純資産合計 14,817,574
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(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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 14,612,868

売上原価 12,929,568

売上総利益 1,683,299

販売費及び一般管理費 1,420,298

営業利益 263,001

営業外収益  

受取利息 176

受取配当金 8,781

為替差益 11,189

持分法による投資利益 54,692

雑収入 13,094

営業外収益合計 87,933

営業外費用  

支払利息 29,868

手形売却損 7,086

雑損失 534

営業外費用合計 37,489

経常利益 313,444

特別損失  

固定資産除却損 22,513

投資有価証券評価損 9,415

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,310

特別損失合計 38,239

税金等調整前四半期純利益 275,205

法人税等 102,275

少数株主損益調整前四半期純利益 172,929

四半期純利益 172,929

大日本木材防腐㈱(7907)　平成23年３月期第３四半期決算短信

－ 6 －



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益 275,205

減価償却費 198,210

のれん償却額 17,342

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,900

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,497

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,588

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,119

受取利息及び受取配当金 △8,957

支払利息 29,868

持分法による投資損益（△は益） △54,692

固定資産除却損 22,513

投資有価証券評価損益（△は益） 9,415

売上債権の増減額（△は増加） △809,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △193,468

仕入債務の増減額（△は減少） 1,632,953

未収消費税等の増減額（△は増加） △5,601

未払消費税等の増減額（△は減少） △65,181

その他 57,665

小計 1,060,468

利息及び配当金の受取額 19,510

利息の支払額 △29,016

法人税等の支払額 △155,710

営業活動によるキャッシュ・フロー 895,251

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 △90,000

定期預金の払戻による収入 108,000

投資有価証券の取得による支出 △178

投資有価証券の売却による収入 135

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△315,994

有形固定資産の取得による支出 △91,787

有形固定資産の除却による支出 △11,730

無形固定資産の取得による支出 △360

その他 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △401,951

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） 196,000

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 △510,375

リース債務の返済による支出 △12,441

配当金の支払額 △30,928

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,745

現金及び現金同等物に係る換算差額 △182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 485,371

現金及び現金同等物の期首残高 959,250

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,444,622
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

   

(5) セグメント情報 

（追加情報） 

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

 

① 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、商製品・サービス別に、「木材事業」、「物流事業」及び「不動産事業」を報告セグメントとしており

ます。各報告セグメントの事業内容は次のとおりであります。 

木材事業・・・・木造住宅用防腐土台及び鉄道用枕木の製造・販売、柱や梁等の構造材、２×４住宅用のラン

バー及び合板の販売、木造軸組プレカット部材及び２×４パネルの加工・販売、戸建住宅の

建築施工の請負等を行っております。 

物流事業・・・・運送事業及び荷役事業を行っております。 

不動産事業・・・倉庫・マンション等の賃貸を行っております。 

 

② 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 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 

木材事業 物流事業 不動産事業 計 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 13,425,486 551,484 170,154 14,147,125 465,742 14,612,868 ― 14,612,868

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 137 ― 137 ― 137 △137 ―

計 13,425,486 551,621 170,154 14,147,262 465,742 14,613,005 △137 14,612,868

セグメント利益 190,467 6,910 58,568 255,946 18,396 274,343 △11,342 263,001

(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、薬剤事業であります。 

  ２．セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△137千円はセグメント間取引消去であり、セグメント

利益の調整額△11,342千円はのれん償却額であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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③ 報告セグメントの変更等に関する事項 

第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

当社は、従来「木材事業」及び「不動産事業」の２つを報告セグメントとしておりましたが、当第３四半期

連結会計期間より、「木材事業」、「物流事業」及び「不動産事業」の３つに変更しております。 

この変更は、当第３四半期連結会計期間より東洋陸運株式会社を連結子会社としたことに伴い、「物流事業」

が新たに報告セグメントに加わったことによるものです。 

 

④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

（単位：千円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前事業年度末残高 207,000 4,491 2,060,528 △5,144 2,266,874

当第３四半期連結会計期間末 

までの変動額 
 

剰余金の配当 △30,958  △30,958

関連会社への持分法適用に伴う増加高 1,020,014 △94,038 925,976

四半期純利益 172,929  172,929

当第３四半期連結会計期間末 

までの変動額合計 
― ― 1,161,985 △94,038 1,067,947

当第３四半期連結会計期間末残高 207,000 4,491 3,222,513 △99,183 3,334,822
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４．（参考）前事業年度に係る個別財務諸表 

当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末及び前第３四半期累計期間の

個別財務諸表を参考資料として記載しています。 

(1) 貸借対照表 

 前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成22年３月31日） 

 金額（千円） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,037,250

  受取手形及び売掛金 3,037,882

  商品及び製品 856,822

  仕掛品 24,247

  原材料及び貯蔵品 408,248

  未成工事支出金 79,315

  その他 220,115

  貸倒引当金 △60,400

  流動資産合計 5,603,483

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 2,861,534

   土地 2,206,729

   その他（純額） 275,858

   有形固定資産合計 5,344,121

  無形固定資産 36,762

  投資その他の資産 

   その他 836,691

   貸倒引当金 △117,300

   投資その他の資産合計 719,391

  固定資産合計 6,100,276

 資産合計 11,703,759
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 前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成22年３月31日） 

 金額（千円） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 4,196,533

  短期借入金 3,123,524

  未払法人税等 93,331

  賞与引当金 95,104

  その他 198,308

  流動負債合計 7,706,800

 固定負債 

  長期借入金 1,052,603

  退職給付引当金 143,075

  役員退職慰労引当金 128,873

  その他 296,532

  固定負債合計 1,621,084

 負債合計 9,327,884

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 207,000

  資本剰余金 4,491

  利益剰余金 2,060,528

  自己株式 △5,144

  株主資本合計 2,266,874

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 100,565

  繰延ヘッジ損益 8,433

  評価・換算差額合計 108,999

 純資産合計 2,375,874

負債純資産合計 11,703,759
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  (2) 四半期損益計算書 

 前第３四半期累計期間 

 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日)

 金額（千円） 

売上高 11,749,846

売上原価 10,341,746

売上総利益 1,408,100

販売費及び一般管理費 1,221,996

営業利益 186,103

営業外収益 

 受取利息 183

 受取配当金 16,866

 為替差益 16,331

 助成金収入 12,502

 雑収入 6,367

 営業外収益合計 52,251

営業外費用 

 支払利息 36,392

 手形売却損 9,044

 雑損失 2,908

 営業外費用合計 48,346

経常利益 190,008

特別損失 

 投資有価証券評価損 2,227

 特別損失合計 2,227

税引前四半期純利益 187,780

法人税等 82,097

四半期純利益 105,683
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  (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 前第３四半期累計期間 

 (自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日)

 金額（千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純利益 187,780

 減価償却費 206,018

 のれん償却額 6,000

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △64,800

 賞与引当金の増減額（△は減少） △43,674

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 717

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,020

 受取利息及び受取配当金 △17,049

 支払利息 36,392

 投資有価証券評価損益（△は益） 2,227

 売上債権の増減額（△は増加） △574,855

 たな卸資産の増減額（△は増加） 602,569

 仕入債務の増減額（△は減少） 9,106

 未収消費税等の増減額（△は増加） 26,660

 未払消費税等の増減額（△は減少） 59,937

 その他 △133,834

 小計 298,177

 利息及び配当金の受取額 17,047

 利息の支払額 △35,228

 法人税等の支払額 △67,220

 営業活動によるキャッシュ・フロー 212,775

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 △86,000

 定期預金の払戻による収入 96,000

 投資有価証券の取得による支出 △138

 有形固定資産の取得による支出 △35,859

 有形固定資産の売却による収入 51

 無形固定資産の取得による支出 △1,250

 その他 △4,202

 投資活動によるキャッシュ・フロー △31,398

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） 451,000

 長期借入れによる収入 150,000

 長期借入金の返済による支出 △447,397

 リース債務の返済による支出 △8,091

 配当金の支払額 △31,024

 財務活動によるキャッシュ・フロー 114,486

現金及び現金同等物に係る換算差額 △110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 295,753

現金及び現金同等物の期首残高 926,669

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,222,422
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