
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 3,788 10.3 22 △65.3 △6 ― △15 ―
24年３月期第１四半期 3,434 △5.8 65 △40.3 10 △80.7 0 △96.2

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △28百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △5百万円( ―％)

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

25年３月期第１四半期 △1  70 ―
24年３月期第１四半期 0  06 0  02

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 14,114 476 3.4
24年３月期 14,050 504 3.6

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 476百万円 24年３月期 504百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― ― ― 0 00 0 00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) ― ― 0 00 0 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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

第２四半期(累計) 8,912 18.1 303 70.2 191 176.8 185 262.7 20  73
通期 18,209 13.7 594 89.8 377 328.4 363 195.1 40  68

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

 
  

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、
【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変
更・修正再表示」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) 25年３月期１Ｑ 9,111,190株 24年３月期 9,111,190株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 198,664株 24年３月期 198,664株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 8,912,526株 24年３月期１Ｑ 8,935,958株

※ 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、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のレビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景として企業収益

や個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復基調にありますが、欧州債務問題とその影響による円高の

長期化等もあり、景気の先行き不透明感は依然として払拭されないまま推移しております。 

住宅関連業界におきましては、住宅取得促進策の効果や復興関連需要等により、新設住宅着工戸数

は21万５千戸（前年同四半期比6.2％増加）となり、持ち直しの動きが見られるものの、依然として

低い水準で推移しております。 

このような事業環境のもと、当社グループは、「３ケ年経営計画～チャレンジ４５０～」の 終年

度として、更なる収益性並びに財務体質の改善のための諸施策に取り組みました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,788,069千円（前年同四半期比10.3％増加）と

なりました。損益面では、営業利益22,803千円（前年同四半期比65.3％減少）、経常損失6,216千円

（前年同四半期は経常利益10,565千円）、四半期純損失15,109千円（前年同四半期は四半期純利益

572千円）となりました。 

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  

木材事業につきましては、新設住宅着工のうち持家が前年同四半期に比べ増加したことと、石巻支

店製材工場の操業再開により営業活動が本格化したこと等から、売上高が前年同四半期に比べ増加し

ました。この結果、売上高は、3,065,885千円（前年同四半期比15.0％増加）、セグメント利益（営

業利益）は、79,769千円（前年同四半期比6.6％減少）となりました。 

・ 建材事業  

建材事業につきましては、震災の影響により仮設住宅向けの二次加工合板を中心に需要が増加した

前年同四半期に比べ取り扱い数量が減少したこと等から、売上高が、前年同四半期に比べ減少しまし

た。この結果、売上高は、475,115千円（前年同四半期比7.2％減少）、セグメント損失（営業損失）

67,855千円（前年同四半期はセグメント損失（営業損失）26,077千円）となりました。 

・ その他 

プレカット事業につきましては、地域密着の営業活動により受注を確保するとともに、住宅周辺業

務の強化に努めたことにより売上高が前年同四半期に比べ増加しました。また、不動産賃貸事業は、

平成23年10月に天龍東京ビル（テナントビル）を売却したことにより、不動産賃貸収入が前年同四半

期に比べ減少しました。この結果、売上高は、247,069千円（前年同四半期比3.9％減少）、セグメン

ト利益（営業利益）は、10,889千円（前年同四半期比68.7％増加）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産については、前連結会計年度末に比べ63,322千円増加し

14,114,214千円となりました。この主な要因は、たな卸資産が189,233千円及び石巻支店の施設・設

備の復旧等により建物及び構築物が77,400千円増加した一方で、受取手形及び売掛金が241,895千円

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91,680千円増加し13,637,646千円となりました。この主

な要因は、短期及び長期借入金が234,520千円増加した一方で、支払手形及び買掛金が146,203千円減

少したこと等によるものであります。  

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
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純資産については、前連結会計年度末に比べ28,357千円減少し476,567千円となりました。この主

な要因は、四半期純損失15,109千円を計上したことと、その他有価証券評価差額金が6,566千円減少

したこと等によるものであります。  

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11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。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 856,031 836,864

受取手形及び売掛金 4,825,377 4,583,481

商品及び製品 2,470,771 2,635,113

仕掛品 32,900 25,806

原材料及び貯蔵品 250,306 282,291

前渡金 278,133 315,928

その他 248,438 238,664

貸倒引当金 △375,033 △384,152

流動資産合計 8,586,924 8,533,997

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 366,730 444,131

機械装置及び運搬具（純額） 57,010 66,951

土地 3,142,318 3,142,318

山林 483,503 484,708

リース資産（純額） 282,891 291,433

建設仮勘定 41,055 20,567

その他（純額） 3,249 2,884

有形固定資産合計 4,376,760 4,452,994

無形固定資産   

その他 22,051 21,697

無形固定資産合計 22,051 21,697

投資その他の資産   

投資有価証券 359,850 345,213

長期貸付金 102,479 152,649

破産更生債権等 1,121,037 981,345

その他 562,970 555,999

貸倒引当金 △1,081,182 △929,683

投資その他の資産合計 1,065,155 1,105,524

固定資産合計 5,463,967 5,580,216

資産合計 14,050,891 14,114,214

天龍木材㈱（7904）　平成25年３月期　第１四半期決算短信

4



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,394,953 3,248,750

短期借入金 7,965,125 8,252,403

リース債務 58,947 57,502

未払法人税等 17,708 11,898

賞与引当金 12,400 18,577

その他 217,680 216,500

流動負債合計 11,666,814 11,805,633

固定負債   

長期借入金 1,370,474 1,317,716

リース債務 241,208 246,130

繰延税金負債 9,662 6,134

退職給付引当金 240,642 244,826

資産除去債務 12,594 12,634

その他 4,570 4,570

固定負債合計 1,879,151 1,832,013

負債合計 13,545,966 13,637,646

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 1,000,000

利益剰余金 △1,966,975 △1,982,085

自己株式 △15,794 △15,794

株主資本合計 519,690 504,580

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,341 8,774

繰延ヘッジ損益 △590 63

為替換算調整勘定 △29,516 △36,850

その他の包括利益累計額合計 △14,765 △28,012

純資産合計 504,924 476,567

負債純資産合計 14,050,891 14,114,214
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,434,350 3,788,069

売上原価 3,059,080 3,437,871

売上総利益 375,269 350,197

販売費及び一般管理費 309,472 327,394

営業利益 65,796 22,803

営業外収益   

受取利息 788 730

受取配当金 8,035 8,862

為替差益 － 723

持分法による投資利益 390 －

貸倒引当金戻入額 99 12,457

その他 1,982 13,941

営業外収益合計 11,296 36,716

営業外費用   

支払利息 47,083 47,388

為替差損 3,136 －

持分法による投資損失 － 361

その他 16,308 17,986

営業外費用合計 66,528 65,735

経常利益又は経常損失（△） 10,565 △6,216

特別損失   

災害損失 5,297 －

特別損失合計 5,297 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

5,267 △6,216

法人税、住民税及び事業税 4,724 8,912

法人税等調整額 △30 △18

法人税等合計 4,694 8,893

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

572 △15,109

四半期純利益又は四半期純損失（△） 572 △15,109
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

572 △15,109

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,252 △6,566

繰延ヘッジ損益 △1,543 653

為替換算調整勘定 △2,577 △7,334

その他の包括利益合計 △6,374 △13,247

四半期包括利益 △5,801 △28,357

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,801 △28,357

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。  

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。  

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６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 

 
（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、プレカット事業及び不動産賃貸 

 等事業を含んでおります。 

 ２ 調整額はセグメント間取引の消去であります。 

 ３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
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
木材事業 建材事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,664,991 512,168 3,177,159 257,190 3,434,350 ─ 3,434,350

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ 417 417 △417 ─

計 2,664,991 512,168 3,177,159 257,608 3,434,767 △417 3,434,350

セグメント利益又は損失(△) 85,417 △26,077 59,340 6,456 65,796 ─ 65,796
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 

 
（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、プレカット事業及び不動産賃貸 

 等事業を含んでおります。 

 ２ 調整額はセグメント間取引の消去であります。 

 ３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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。 

  

３.報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

当社は、宮城県より平成24年８月10日付で、平成23年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金に

ついて、補助金等交付規則（昭和51年宮城県規則第36号）第４条の規定に基づく交付通知を受けたこと

に伴い、下記のとおり特別利益及び特別損失が発生することになりました。 

  

１.当該事象の内容 

①特別利益の発生及びその内容 

東日本大震災により被災した当社石巻支店（宮城県石巻市）の施設・設備の復旧整備に要する経費

の内、補助金89,260千円の交付通知を受けたことから補助金収入として計上する予定であります。 

  

②特別損失の発生及びその内容 

当該補助金交付額の内、固定資産の取得に係る補助金76,024千円について、固定資産の取得価額か

ら直接控除し固定資産圧縮損として計上する予定であります。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
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
木材事業 建材事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 3,065,885 475,115 3,541,000 247,069 3,788,069 ─ 3,788,069

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

23,856 ─ 23,856 4,661 28,517 △28,517 ─

計 3,089,741 475,115 3,564,856 251,730 3,816,587 △28,517 3,788,069

セグメント利益又は損失(△) 79,769 △67,855 11,914 10,889 22,803 ─ 22,803

（６）重要な後発事象
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２.当該事象の損益に与える影響額 

当該事象により、平成25年３月期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）の第２四半期連

結会計期間において、補助金収入89,260千円を特別利益に計上し、固定資産圧縮損76,024千円を特別

損失に計上する予定であります。 
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