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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 13,650 22.3 305 53.7 359 66.4 213 76.1
25年3月期第2四半期 11,165 2.5 198 △20.8 216 △17.1 121 △12.5

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 235百万円 （230.1％） 25年3月期第2四半期 71百万円 （△49.1％）

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

26年3月期第2四半期 54.91 ―
25年3月期第2四半期 31.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 16,217 4,089 25.2
25年3月期 16,060 3,885 24.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  4,089百万円 25年3月期  3,885百万円

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

25年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 7.50 7.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  有   

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 26,000 10.7 430 △4.7 470 △1.8 270 1.3 69.30



(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（注記事項）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（注記事項）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は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
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） 26年3月期2Q 4,140,000 株 25年3月期 4,140,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 244,912 株 25年3月期 244,164 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 3,895,819 株 25年3月期2Q 3,896,308 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 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のわが国経済は、政府による緊急経済対策や金融政策の効果による円安・株高の進行

を下支えとして、企業収益は改善傾向となり、設備投資の持ち直しや個人消費も底堅く推移する等、緩やかな回復

基調となりました。 

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が、住宅取得促進政策や住宅ローン

金利の先高観に加え消費税増税前の駆け込み需要等から、49万9千戸と前年同期に比べ12.7％増加し、当業界に特

に関係が深い持家や戸建分譲住宅も堅調に推移しました。 

このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は136億5千万円（前年同期比22.3%増）と

なり、利益面では、増収効果や持分法による投資利益の増加等により営業利益は3億5百万円（同53.7%増）、経常

利益は3億5千9百万円（同66.4%増）、四半期純利益は2億1千3百万円（同76.1%増）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、主に輸入木材製品及び木造戸建用の住宅部材を扱っております。持家や戸建分譲住宅の底堅い需

要や、現地木材価格の上昇や円安による販売価格の上昇により、現地挽輸入製品やプレカット製品を中心に売り上

げが伸びました。売上高は108億9千8百万円（前年同期比23.6％増）、セグメント利益は2億4千7百万円（同99.1％

増）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。前年度に営業所を新設したため売上高は23億3千9百万

円（前年同期比21.6％増）と増加しましたが、セグメント利益は8百万円（同72.6％減）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（同0.7％

増）、セグメント利益は3千9百万円（同13.7％増）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3億1百万円（同4.6％減）、

セグメント利益は3千万円（同2.0％増）となりました。 

 

  (2) 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2億3百万円増加し、総資産

が1億5千6百万円増加したため、自己資本比率は1.0ポイント増加し25.2％となりました。増減の主なものは、資産

では商品及び製品が4億2千8百万円、受取手形及び売掛金が1億5千5百万円増加し、現金及び預金が5億8千8百万円

減少しました。負債では支払手形及び買掛金が1億8千7百万円増加し、借入金が1億8千3百万円減少しました。 

 

  (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期業績予想につきましては、国内住宅市場に与える消費税増税の影響は不透明であるものの、当第２四半期連

結累計期間の業績を踏まえ、平成25年５月14日に公表した業績予想を下記のとおり修正いたします。 

なお、今後の景気の動向によって通期の業績見込みについては見直しが必要と判断した場合は速やかに開示いた

します。 

 

平成26年３月期連結業績予想数値の修正（平成25年４月１日～平成26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

前回発表予想(Ａ) 25,800 430 420 230 59.03

今回発表予想(Ｂ) 26,000 430 470 270 69.30

増減額(Ｂ－Ａ) 200 0 50 40 －

増減率(％) 0.8 0 11.9 17.4 －

(ご参考)前期実績 23,491 451 478 266 68.38
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２．サマリー情報（注記事項）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 

当社における商品の評価方法は、従来、個別法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より、一部の国

産材木材商品について総平均法による評価方法に変更しております。この変更は、同商品の取扱量の増加を契機に

在庫管理方法を見直した結果、総平均法を採用した方が同商品の取引実態に即しており、たな卸資産の評価額をよ

り適正に連結財務諸表へ反映させることができると判断したものであります。 

なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,057,178 1,468,792

受取手形及び売掛金 4,055,065 4,210,851

商品及び製品 1,487,035 1,915,246

仕掛品 20,952 33,829

原材料及び貯蔵品 590,665 662,876

未成工事支出金 86,162 107,827

その他 212,955 267,178

貸倒引当金 △14,600 △12,300

流動資産合計 8,495,415 8,654,302

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,874,049 2,772,318

土地 2,253,030 2,253,030

その他（純額） 370,828 432,100

有形固定資産合計 5,497,908 5,457,449

無形固定資産   

のれん 291,330 253,175

その他 18,066 16,127

無形固定資産合計 309,396 269,302

投資その他の資産   

投資有価証券 1,574,669 1,650,285

その他 253,041 245,584

貸倒引当金 △69,700 △59,200

投資その他の資産合計 1,758,010 1,836,670

固定資産合計 7,565,316 7,563,421

資産合計 16,060,732 16,217,724
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,619,832 6,807,535

短期借入金 2,997,118 2,924,826

未払法人税等 160,201 134,447

賞与引当金 157,440 163,686

その他 363,191 338,338

流動負債合計 10,297,783 10,368,833

固定負債   

長期借入金 1,078,331 967,449

退職給付引当金 184,009 189,560

役員退職慰労引当金 173,880 162,711

資産除去債務 12,773 12,050

その他 427,976 427,291

固定負債合計 1,876,970 1,759,063

負債合計 12,174,753 12,127,897

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 3,636,513 3,819,511

自己株式 △100,153 △100,455

株主資本合計 3,747,852 3,930,548

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 137,600 159,914

繰延ヘッジ損益 525 △635

その他の包括利益累計額合計 138,126 159,279

純資産合計 3,885,978 4,089,827

負債純資産合計 16,060,732 16,217,724
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 11,165,232 13,650,428

売上原価 9,702,908 12,116,054

売上総利益 1,462,324 1,534,373

販売費及び一般管理費 1,263,723 1,229,092

営業利益 198,600 305,281

営業外収益   

受取利息 70 97

受取配当金 4,885 5,353

為替差益 7,674 13,838

持分法による投資利益 13,593 49,207

雑収入 14,916 7,295

営業外収益合計 41,139 75,793

営業外費用   

支払利息 17,286 13,601

手形売却損 5,720 7,882

雑損失 655 136

営業外費用合計 23,661 21,619

経常利益 216,078 359,455

特別利益   

固定資産売却益 1,102 4,627

特別利益合計 1,102 4,627

特別損失   

固定資産除売却損 2,125 18,318

特別損失合計 2,125 18,318

税金等調整前四半期純利益 215,055 345,763

法人税等 93,570 131,833

少数株主損益調整前四半期純利益 121,484 213,930

四半期純利益 121,484 213,930
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 121,484 213,930

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37,712 16,919

繰延ヘッジ損益 415 △1,160

持分法適用会社に対する持分相当額 △12,968 5,393

その他の包括利益合計 △50,266 21,152

四半期包括利益 71,218 235,083

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 71,218 235,083

少数株主に係る四半期包括利益 － －

大日本木材防腐㈱(7907)　平成26年３月期第２四半期決算短信

－ 7 －



(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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 215,055 345,763

減価償却費 166,513 158,110

のれん償却額 38,154 38,154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,000 △12,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,696 6,246

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,613 5,551

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,051 △11,168

受取利息及び受取配当金 △4,955 △5,451

支払利息 17,286 13,601

持分法による投資損益（△は益） △13,593 △49,207

固定資産売却損益（△は益） △1,102 △4,587

固定資産除却損 2,125 18,278

売上債権の増減額（△は増加） 43,760 △155,785

たな卸資産の増減額（△は増加） 89,530 △534,965

仕入債務の増減額（△は減少） 144,453 149,033

未収消費税等の増減額（△は増加） 4,356 4,833

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,503 △30,590

その他 13,491 △48,064

小計 736,714 △113,048

利息及び配当金の受取額 10,225 10,716

利息の支払額 △17,712 △21,543

法人税等の支払額 △102,823 △157,457

営業活動によるキャッシュ・フロー 626,404 △281,332

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 △58,000 △60,000

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 △5,418 △118

有形固定資産の取得による支出 △259,690 △58,250

有形固定資産の売却による収入 2,052 5,965

無形固定資産の取得による支出 △1,153 △400

その他 4,077 △10,682

投資活動によるキャッシュ・フロー △234,131 △39,486

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 400,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △321,117 △283,174

リース債務の返済による支出 △26,561 △29,105

自己株式の取得による支出 － △302

配当金の支払額 △30,827 △30,894

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,506 △243,476

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73 △90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 313,691 △564,386

現金及び現金同等物の期首残高 1,617,531 1,981,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,931,223 1,416,792
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(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

   

（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。 

 

（セグメント情報） 

前第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） 

  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。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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 10,898,226 2,339,415 111,477 301,308 13,650,428 ― 13,650,428

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 56,352 ― ― 56,352 △56,352 ―

計 10,898,226 2,395,767 111,477 301,308 13,706,780 △56,352 13,650,428

セグメント利益 247,539 8,704 39,693 30,829 326,766 △21,484 305,281

(注)１．セグメント利益の調整額△21,484千円のうち、△22,684千円はのれん償却額であり、1,200千円はセグメント間取引

消去であります。 

  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。 
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