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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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23年３月期第２四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 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 10,895 ― 250 ― 260 ― 138 ―
23年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 139百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 ―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

24年3月期第2四半期 35.59 ―
23年3月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 14,691 3,519 24.0
23年3月期 14,430 3,411 23.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,519百万円 23年3月期  3,411百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 7.50 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 21,300 6.9 400 25.5 400 14.6 220 25.0 56.42



(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  

(2) 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、添付資料P．３「２．サマリー情報（その他）に関する情報 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
  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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 4,140,000 株 23年3月期 4,140,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 240,654 株 23年3月期 240,654 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 3,899,346 株 23年3月期2Q 4,127,779 株
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１．当四半期決算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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるもの

の、サプライチェーンの復旧や営業・生産設備等の回復が進み、個人消費意欲においても改善の兆しが見られまし

た。しかしながら、欧州各国の金融不安による海外需要の減退懸念や、急激な円高の進行といった不安材料により、

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、住宅取得にかかる諸政策により前年同期に比べ6.1％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２

四半期連結累計期間の業績は、売上高は108億9千5百万円、営業利益は2億5千万円、経常利益は2億6千万円、四半

期純利益は1億3千8百万円となりました。 

なお、前第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、前第２四半期との業績比較は行

っておりません。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

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。戸建住宅市場が比較的堅調に推移したことを受け現

地挽輸入木材製品の売上が伸びたことや、住宅建材製品の受注拡大に努めた結果、売上高は93億9千3百万円、セグ

メント利益は1億8千7百万円となりました。 

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10億7千2百万円、セグメント利益は2千5百万

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1億1千1百万円、セグ

メント利益は3千6百万円となりました。 

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3億1千8百万円、セグメント利益は2千4百万円

となりました。 

 

  (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産が146億9千1百万円、純資産が35億1千9百万円となり、

自己資本比率は24.0％となりました。 

 

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の通期業績予想につきましては、平成23年11月８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。 
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２．サマリー情報（その他）に関する情報 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  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。 

 

(3) 追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

 

大日本木材防腐㈱(7907)　平成24年３月期第２四半期決算短信

－ 3 －



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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,437,938 1,245,883

受取手形及び売掛金 3,931,724 4,124,308

商品及び製品 1,056,168 1,463,475

仕掛品 28,341 24,251

原材料及び貯蔵品 471,428 515,614

未成工事支出金 82,471 70,435

その他 320,488 191,097

貸倒引当金 △69,600 △30,200

流動資産合計 7,258,961 7,604,866

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,749,747 2,664,013

土地 2,253,030 2,253,030

その他（純額） 316,623 342,620

有形固定資産合計 5,319,401 5,259,663

無形固定資産   

のれん 212,160 185,476

その他 14,146 11,358

無形固定資産合計 226,307 196,834

投資その他の資産   

投資有価証券 1,452,268 1,461,097

その他 290,899 236,291

貸倒引当金 △117,112 △67,512

投資その他の資産合計 1,626,055 1,629,876

固定資産合計 7,171,763 7,086,374

資産合計 14,430,724 14,691,241
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,595,053 5,715,909

短期借入金 3,222,628 3,193,960

未払法人税等 62,585 119,383

賞与引当金 134,095 146,677

その他 225,830 244,673

流動負債合計 9,240,191 9,420,603

固定負債   

長期借入金 1,112,225 1,038,958

退職給付引当金 179,954 190,869

役員退職慰労引当金 148,120 155,912

資産除去債務 9,284 9,423

その他 329,901 355,600

固定負債合計 1,779,486 1,750,765

負債合計 11,019,678 11,171,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 207,000 207,000

資本剰余金 4,491 4,491

利益剰余金 3,225,615 3,333,453

自己株式 △99,183 △99,183

株主資本合計 3,337,923 3,445,761

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 76,082 79,223

繰延ヘッジ損益 △2,959 △5,112

その他の包括利益累計額合計 73,122 74,111

純資産合計 3,411,046 3,519,872

負債純資産合計 14,430,724 14,691,241
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 (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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 10,895,517

売上原価 9,677,886

売上総利益 1,217,631

販売費及び一般管理費 966,809

営業利益 250,821

営業外収益  

受取利息 83

受取配当金 4,587

為替差益 8,969

持分法による投資利益 7,773

雑収入 12,437

営業外収益合計 33,851

営業外費用  

支払利息 18,603

手形売却損 4,609

雑損失 850

営業外費用合計 24,063

経常利益 260,609

特別損失  

固定資産除却損 4,104

投資有価証券評価損 772

特別損失合計 4,876

税金等調整前四半期純利益 255,733

法人税等 116,937

少数株主損益調整前四半期純利益 138,796

四半期純利益 138,796
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 138,796

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 5,639

繰延ヘッジ損益 △2,152

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,498

その他の包括利益合計 988

四半期包括利益 139,784

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 139,784

少数株主に係る四半期包括利益 －
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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23年４月１日 
 至 平成23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利益 255,733

減価償却費 138,919

のれん償却額 26,684

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,582

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,914

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,792

受取利息及び受取配当金 △4,670

支払利息 18,603

持分法による投資損益（△は益） △7,773

固定資産除却損 4,104

投資有価証券評価損益（△は益） 772

売上債権の増減額（△は増加） △192,584

たな卸資産の増減額（△は増加） △435,367

仕入債務の増減額（△は減少） 119,540

未収消費税等の増減額（△は増加） 16,191

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,477

その他 158,277

小計 55,199

利息及び配当金の受取額 9,941

利息の支払額 △18,521

法人税等の支払額 △59,581

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,961

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 △61,000

定期預金の払戻による収入 84,000

投資有価証券の取得による支出 △118

有形固定資産の取得による支出 △30,901

有形固定資産の売却による収入 2,208

無形固定資産の取得による支出 △730

その他 3,175

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,366

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △401,935

リース債務の返済による支出 △19,823

配当金の支払額 △30,825

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,584

現金及び現金同等物に係る換算差額 △142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,054

現金及び現金同等物の期首残高 1,360,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,191,883
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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 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30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 

（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 9,393,154 1,072,899 111,326 10,577,379 318,137 10,895,517 ― 10,895,517

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 7,698 ― 7,698 ― 7,698 △7,698 ―

計 9,393,154 1,080,598 111,326 10,585,078 318,137 10,903,215 △7,698 10,895,517

セグメント利益 187,211 25,767 36,177 249,156 24,349 273,506 △22,684 250,821

(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、木材害虫防除関連事業であります。 

  ２．セグメント利益の調整額△22,684千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。 

 

② 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 

該当事項はありません。 
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