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

24年3月期第3四半期 98,203 1.1 3,569 △1.5 3,893 8.4 2,288 26.9
23年3月期第3四半期 97,163 3.3 3,625 104.2 3,591 115.8 1,804 43.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,659百万円 （48.0％） 23年3月期第3四半期 1,120百万円 （―％）

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3四半期 24.48 ―

23年3月期第3四半期 19.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 110,375 41,544 36.4
23年3月期 109,676 40,355 35.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  40,211百万円 23年3月期  39,039百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
24年3月期 ― 3.00 ―

24年3月期（予想） 3.00 6.00

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 140,000 2.7 7,100 0.6 6,900 1.4 3,200 0.2 34.22



(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  ：  無  

(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の対象外であり、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
期財務諸表のレビュー手続は終了しました。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載した業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手している情報に基づき作成したものであり、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場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ（３）「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3Q 96,707,842 株 23年3月期 96,707,842 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,205,904 株 23年3月期 3,199,525 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 93,505,132 株 23年3月期3Q 93,519,523 株
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当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）は、昨年３月に発生した

東日本大震災とそれに伴う東電福島原発の事故により、国内経済が一旦大きく落ち込みましたが、その

後サプライチェーンの復旧や復興需要を背景に、生産や個人消費が徐々に持ち直してきました。しかし

ＥＵ諸国の財政危機と金融不安、米国の雇用低迷や景気減速、中国や新興諸国の経済成長の鈍化、そし

てそれらを背景とする急激な円高の進行と株安等、海外リスクの急速な増大により、国内経済も再び先

行きに不透明感が増してきています。 

 その中で当第３四半期連結累計期間の売上高は98,203百万円（前年同期比1.1％増）、経常利益は

3,893百万円（前年同期比8.4％増）、四半期純利益は2,288百万円（前年同期比26.9％増）となりまし

た。 
  
セグメントの業績は次の通りです。 
  
〔段ボール〕 

段ボールにおいては、夏の電力不足を見越したお客様の前倒し生産や西日本への生産シフト等によ

り、４～６月の需要は堅調に推移しましたが、全体としては東日本大震災後の経済の落込みが影響し、

売上高は57,111百万円（前年同期比1.2％減）、営業利益は新規導入設備の償却負担増や東日本大震災

による仙台工場被災の影響もあり4,397百万円（前年同期比13.1％減）となりました。 

  

〔住宅〕 

住宅においても、東日本大震災による消費マインドの悪化がやはり大きく影響し、販売棟数は713棟

（前年同期比3.9％減）となりました。売上高は連結対象会社が増えたこともあり26,324百万円（前年

同期比2.1％増）となりましたが、売上が下半期に集中し上半期はコストが先行するという住宅の特性

もあり、営業損失は1,248百万円（前年同期は営業損失1,677百万円）となりました。 

  

〔運輸倉庫〕 

運輸倉庫においては、お客様の西日本への生産シフト等により取扱量が増加し、また燃料価格が上昇

しましたが生産性の向上や固定費の圧縮に努めた結果、売上高は14,767百万円（前年同期比8.7％

増）、営業利益は940百万円（前年同期比24.0％増）となりました。 

  

総資産は、現金及び預金が減少しましたが、受取手形及び売掛金の増加、たな卸資産の増加などによ

り、前連結会計年度末比699百万円増加し110,375百万円となりました。負債は、長期借入金の減少など

により前連結会計年度末比489百万円減少し68,831百万円となりました。純資産は前連結会計年度末比

1,189百万円増加し41,544百万円となりました。 

  

今後も、解決の糸口の見えないＥＵ諸国の財政危機や大統領選挙を控え有効な景気対策が打てない米

国経済といった海外リスクに加え、歴史的な円高水準や出口の見えない原発問題と電力不足の長期化の

中で国内産業の空洞化が進んでいくことも懸念される等、引続き予断を許さない状況が続くものと予想

されます。 

 また段ボールにおいては、原紙をはじめとする原燃料や副資材のコストが上昇してきていますが、更

なる内部コストの削減に努めると共に、再生産可能な製品価格体系の維持に引続き粘り強く取組んでま

いります。 

 その中で通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月６日に発表いたしました業績予想の達成

に引続き努めてまいりますので、これを変更しておりません。 

  

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

（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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,376 8,972

受取手形及び売掛金 21,802 25,712

たな卸資産 9,874 13,231

その他 4,626 5,622

貸倒引当金 △168 △76

流動資産合計 51,511 53,462

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,976 15,377

機械装置及び運搬具（純額） 11,865 11,453

土地 17,826 17,785

その他（純額） 1,308 1,280

有形固定資産合計 46,976 45,897

無形固定資産 524 527

投資その他の資産

投資有価証券 7,218 6,751

その他 3,778 4,069

貸倒引当金 △333 △332

投資その他の資産合計 10,663 10,488

固定資産合計 58,164 56,913

資産合計 109,676 110,375
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,146 14,069

短期借入金 2,352 2,240

1年内返済予定の長期借入金 8,810 12,424

未払法人税等 1,169 807

賞与引当金 1,634 812

その他の引当金 564 341

その他 8,533 11,957

流動負債合計 35,211 42,652

固定負債

長期借入金 26,365 18,616

退職給付引当金 2,456 2,614

その他の引当金 622 648

その他 4,665 4,298

固定負債合計 34,109 26,178

負債合計 69,320 68,831

純資産の部

株主資本

資本金 13,669 13,669

資本剰余金 11,138 11,138

利益剰余金 14,701 16,563

自己株式 △663 △664

株主資本合計 38,846 40,706

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 297 △108

繰延ヘッジ損益 242 97

為替換算調整勘定 △347 △484

その他の包括利益累計額合計 192 △495

少数株主持分 1,316 1,332

純資産合計 40,355 41,544

負債純資産合計 109,676 110,375

㈱トーモク（3946）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－5－



（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３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 97,163 98,203

売上原価 77,979 79,129

売上総利益 19,183 19,074

販売費及び一般管理費 15,558 15,505

営業利益 3,625 3,569

営業外収益

受取利息及び配当金 199 192

持分法による投資利益 183 246

雑収入 256 449

営業外収益合計 639 888

営業外費用

支払利息 500 404

雑損失 173 159

営業外費用合計 673 563

経常利益 3,591 3,893

特別利益

負ののれん発生益 － 50

投資有価証券売却益 23 20

貸倒引当金戻入額 21 －

完成工事補償引当金戻入額 4 －

特別利益合計 48 71

特別損失

固定資産処分損 282 54

減損損失 20 53

災害による損失 － 33

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 170 －

その他 8 5

特別損失合計 481 147

税金等調整前四半期純利益 3,159 3,817

法人税、住民税及び事業税 1,751 1,666

法人税等調整額 △400 △218

法人税等合計 1,351 1,448

少数株主損益調整前四半期純利益 1,807 2,368

少数株主利益 3 79

四半期純利益 1,804 2,288
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,807 2,368

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △351 △409

繰延ヘッジ損益 △125 △144

為替換算調整勘定 △205 △154

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 △0

その他の包括利益合計 △686 △709

四半期包括利益 1,120 1,659

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,105 1,601

少数株主に係る四半期包括利益 15 57
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

  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 

 
（注）１ 調整額は以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△518百万円には、セグメント間取引消去34百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△552百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

２ セグメント利益又は損失の合計額は、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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

  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 

 
（注）１ 調整額は以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△521百万円には、セグメント間取引消去35百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△557百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

２ セグメント利益又は損失の合計額は、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２段ボール 住宅 運輸倉庫  計

売上高

   外部顧客への売上高 57,788 25,787 13,587 97,163 ― 97,163

   セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

282 ― 2,525 2,807 △2,807 ―

計 58,070 25,787 16,113 99,971 △2,807 97,163

セグメント利益又は損失(△) 5,062 △1,677 759 4,143 △518 3,625

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２段ボール 住宅 運輸倉庫  計

売上高

   外部顧客への売上高 57,111 26,324 14,767 98,203 ― 98,203

   セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

250 ― 2,553 2,804 △2,804 ―

計 57,362 26,324 17,321 101,007 △2,804 98,203

セグメント利益又は損失(△) 4,397 △1,248 940 4,090 △521 3,569

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）その他の注記事項
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