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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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24年３月期第２四半期の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 ％

25年3月期第2四半期 11,165 2.5 198 △20.8 216 △17.1 121 △12.5
24年3月期第2四半期 10,895 ― 250 ― 260 ― 138 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 71百万円 （△49.1％） 24年3月期第2四半期 139百万円 （―％）

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2四半期 31.18 ―
24年3月期第2四半期 35.59 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 15,342 3,643 23.7
24年3月期 15,078 3,602 23.9
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,643百万円 24年3月期  3,602百万円

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

24年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 7.50 7.50

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）  
（％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 23,100 6.8 400 18.7 390 8.9 220 6.6 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 

(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 (3) 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） 

※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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 4,140,000 株 24年3月期 4,140,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 243,692 株 24年3月期 243,692 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 3,896,308 株 24年3月期2Q 3,899,346 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、東日本大震災の復興需要や、住宅エコポイントやエコカー補

助金などの政策効果等により、緩やかながら持ち直しの動きが見られました。しかしながら、欧州債務問題や円高

の長期化、デフレ経済の慢性化等により、依然として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依然として低水準にあるものの、

住宅取得にかかる諸政策により前年同期に比べ2.4％増加し、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、当社グループは受注拡大と客先ニーズに対応した製品の提供を実現すべく、営業力の一

層の強化と拡販活動の展開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111

億6千5百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益は1億9千8百万円（同20.8％減）、経常利益は2億1千6百万円（同

17.1％減）、四半期純利益は1億2千1百万円（同12.5％減）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。戸建住宅市場は比較的堅調に推移しましたが、前

年同期に震災の影響により需要が増加した現地挽輸入木材製品や合板等の販売価格が下落したため、売上高は88

億1千5百万円（前年同期比6.2％減）、セグメント利益は1億2千4百万円（同33.6％減）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。平成24年１月に３ＰＬ事業を譲り受けたことにより売

上高は19億2千3百万円（同79.3％増）、セグメント利益は3千1百万円（同23.4％増）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1億1千万円（同0.5％

減）、セグメント利益は3千4百万円（同3.5％減）となりました。 

木材害虫防除関連事業では、主に木材害虫類の防除用薬剤を扱っております。売上高は3億1千5百万円（同0.7％

減）、セグメント利益は3千万円（同24.1％増）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、前連結会計年度末に比べ純資産が4千万円増加しましたが、

総資産も2億6千4百万円増加したため、自己資本比率は0.2ポイント減少し23.7％となりました。増減の主なものは、

資産では現金及び預金が2億8千7百万円、有形固定資産が2億2千5百万円増加し、たな卸資産が8千9百万円減少しま

した。負債では支払手形及び買掛金が2億7千3百万円増加しました。 

 

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の通期業績予想につきましては、平成24年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

大日本木材防腐㈱(7907)　平成25年３月期第２四半期決算短信

－ 2 －



 

 

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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  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、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益に与える影響は軽微であります。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,695,531 1,983,223

受取手形及び売掛金 3,850,794 3,807,033

商品及び製品 1,221,457 1,093,352

仕掛品 29,154 22,757

原材料及び貯蔵品 530,433 525,649

未成工事支出金 91,227 140,983

その他 219,123 203,562

貸倒引当金 △16,200 △13,700

流動資産合計 7,621,522 7,762,862

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,625,685 2,758,448

土地 2,253,030 2,253,030

その他（純額） 516,227 608,680

有形固定資産合計 5,394,942 5,620,159

無形固定資産   

のれん 367,639 329,484

その他 17,063 16,111

無形固定資産合計 384,703 345,596

投資その他の資産   

投資有価証券 1,480,560 1,423,039

その他 271,107 265,807

貸倒引当金 △74,500 △75,000

投資その他の資産合計 1,677,168 1,613,846

固定資産合計 7,456,814 7,579,601

資産合計 15,078,337 15,342,464
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,689,222 5,962,581

短期借入金 3,222,496 3,156,572

未払法人税等 104,015 94,771

賞与引当金 136,176 160,872

その他 400,986 406,024

流動負債合計 9,552,896 9,780,820

固定負債   

長期借入金 1,149,794 1,194,601

退職給付引当金 192,481 175,868

役員退職慰労引当金 163,467 166,519

資産除去債務 12,631 12,773

その他 404,240 368,771

固定負債合計 1,922,614 1,918,534

負債合計 11,475,510 11,699,355

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 3,401,035 3,491,584

自己株式 △100,009 △100,009

株主資本合計 3,512,517 3,603,066

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 90,959 40,277

繰延ヘッジ損益 △650 △235

その他の包括利益累計額合計 90,309 40,042

純資産合計 3,602,826 3,643,109

負債純資産合計 15,078,337 15,342,464
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,895,517 11,165,232

売上原価 9,677,886 9,702,908

売上総利益 1,217,631 1,462,324

販売費及び一般管理費 966,809 1,263,723

営業利益 250,821 198,600

営業外収益   

受取利息 83 70

受取配当金 4,587 4,885

為替差益 8,969 7,674

持分法による投資利益 7,773 13,593

雑収入 12,437 14,916

営業外収益合計 33,851 41,139

営業外費用   

支払利息 18,603 17,286

手形売却損 4,609 5,720

雑損失 850 655

営業外費用合計 24,063 23,661

経常利益 260,609 216,078

特別利益   

固定資産売却益 － 1,102

特別利益合計 － 1,102

特別損失   

固定資産除却損 4,104 2,125

投資有価証券評価損 772 －

特別損失合計 4,876 2,125

税金等調整前四半期純利益 255,733 215,055

法人税等 116,937 93,570

少数株主損益調整前四半期純利益 138,796 121,484

四半期純利益 138,796 121,484
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 138,796 121,484

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,639 △37,712

繰延ヘッジ損益 △2,152 415

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,498 △12,968

その他の包括利益合計 988 △50,266

四半期包括利益 139,784 71,218

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 139,784 71,218

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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 255,733 215,055

減価償却費 138,919 166,513

のれん償却額 26,684 38,154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89,000 △2,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,582 24,696

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,914 △16,613

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,792 3,051

受取利息及び受取配当金 △4,670 △4,955

支払利息 18,603 17,286

持分法による投資損益（△は益） △7,773 △13,593

固定資産売却損益（△は益） － △1,102

固定資産除却損 4,104 2,125

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 43,760

たな卸資産の増減額（△は増加） △435,367 89,530

仕入債務の増減額（△は減少） 119,540 144,453

未収消費税等の増減額（△は増加） 16,191 4,356

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,477 12,503

その他 158,277 13,491

小計 55,199 736,714

利息及び配当金の受取額 9,941 10,225

利息の支払額 △18,521 △17,712

法人税等の支払額 △59,581 △102,823

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,961 626,404

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 △58,000

定期預金の払戻による収入 84,000 84,000

投資有価証券の取得による支出 △118 △5,418

有形固定資産の取得による支出 △30,901 △259,690

有形固定資産の売却による収入 2,208 2,052

無形固定資産の取得による支出 △730 △1,153

その他 3,175 4,077

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,366 △234,131

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） － △100,000

長期借入れによる収入 300,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △401,935 △321,117

リース債務の返済による支出 △19,823 △26,561

配当金の支払額 △30,825 △30,827

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,584 △78,506

現金及び現金同等物に係る換算差額 △142 △73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,054 313,691

現金及び現金同等物の期首残高 1,360,938 1,617,531

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,191,883 1,931,223
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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 

① 前第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） 

 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 
木材害虫防除

関連事業 
計 

調整額 

(注)１ 

四 半 期 連 結

損 益 計 算 書

計上額(注)２

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 9,393,154 1,072,899 111,326 318,137 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 ―

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

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

(注)１．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。 

  ２．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 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

(a) 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 
木材害虫防除

関連事業 
計 

調整額 

(注)１ 

四 半 期 連 結

損 益 計 算 書

計上額(注)２

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 8,815,293 1,923,312 110,754 315,872 11,165,232 ― 11,165,232

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 40,092 ― ― 40,092 △40,092 ―

計 8,815,293 1,963,405 110,754 315,872 11,205,325 △40,092 11,165,232

セグメント利益 124,359 31,801 34,904 30,219 221,285 △22,684 198,600

(注)１．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。 

  ２．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。 

 

(b) 報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「木材害虫防除関連事業」について量的な重

要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成しており、前第

２四半期連結累計期間の「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」に記載してお

ります。 

木材害虫防除関連事業では、木材害虫防除用薬剤の製造・販売や木材害虫の防除工事を行っております。 

 

(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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