
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成22年８月９日

上 場 会 社 名 天龍製鋸株式会社 上場取引所 ＪＱ

コ ー ド 番 号 ５９４５ URL http://www.tenryu-saw.com

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)高橋 正尚
問合せ先責任者 (役職名)経理部長 (氏名)飯田 利彦 TEL  0538-23-6111

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 ％

23年３月期第１四半期 1,647 21.4 142 331.0 150 280.2 99 603.1

22年３月期第１四半期 1,357 △38.7 33 △91.3 39 △92.3 14 △95.4

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

23年３月期第１四半期 18 57 ―

22年３月期第１四半期 2 63 ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期第１四半期 21,975 19,835 90.3 3,685 75

22年３月期 21,514 19,840 92.2 3,685 65

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 19,835百万円 22年３月期 19,840百万円

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

22年３月期 ― 0 00 ― 25 00 25 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0 00 ― 25 00 25 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 3,300 19.9 250 878.5 270 292.8 180 329.0 33 45

通期 6,800 9.7 560 66.8 650 47.8 440 30.0 81 76



 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

 
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

 

 
（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

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が、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てい

ます。 

  

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、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、四半

期決算短信（添付資料）２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。 

  

  

  

  

  

  

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有

  新規 １社 (社名 TENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD.)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 5,573,817株 22年３月期 5,573,817株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 192,013株 22年３月期 190,756株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,382,462株 22年３月期1Ｑ 5,412,550株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間の経済情勢は、アジアなどの新興国での輸出産業の回復、設備投資や個人消

費の堅調な推移などにより力強い経済成長が見られます。一方、欧米などの先進国では金融不安や各国の

財政問題、雇用情勢の悪化、需要不足によるデフレ圧力など懸念材料が多く先行不透明な状況が続いてお

ります。 

 このような状況のもと、当社グループの連結業績は、住宅関連産業においては国内、米国とも依然低水

準で推移しましたが、自動車関連産業においては国内外ともに販売が緩やかに回復いたしました。 

 この結果、連結売上高は1,647百万円（前年同期比21.4％増）となりました。利益面につきましては、

営業利益142百万円（前年同期比331.0％増）、経常利益150百万円（前年同期比280.2％増）、四半期純利

益99百万円（前年同期比603.1％増）となりました。 

  

世界経済は一部に回復のきざしが見えるものの、当社グループを取り巻く経済環境は非常に不透明なた

め、平成22年５月13日に公表いたしました平成23年３月期第２四半期連結累計期間および通期の連結業績

予想の修正を行っておりません。 

  

1. 当四半期の連結業績等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) 連結業績予想に関する定性的情報
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前連結会計年度末に当社の非連結子会社であったTENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. は、重要性が増

したため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変動がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

2. 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部を除き、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

3. 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

  

4. 法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 前連結会計年度末以降、経営環境等・一時差異等の発生状況に、繰延税金資産の回収可能性の判断

に影響を及ぼす程度の著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

1. 会計処理基準に関する事項の変更 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これによる営業利益、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ありません。 

  

2. 表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表

等規則の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、第１四半期

連結累計期間では「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,017,133 3,623,637

受取手形及び売掛金 1,646,014 1,669,001

有価証券 1,599,770 1,700,450

商品及び製品 1,112,872 1,153,012

仕掛品 294,826 306,987

原材料及び貯蔵品 507,008 501,148

繰延税金資産 170,667 138,263

その他 111,511 204,206

貸倒引当金 △3,364 △3,425

流動資産合計 9,456,440 9,293,281

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,504,995 1,519,546

機械装置及び運搬具（純額） 2,021,572 1,991,655

土地 2,204,647 2,204,349

その他（純額） 331,528 333,322

有形固定資産合計 6,062,743 6,048,873

無形固定資産 12,136 13,590

投資その他の資産

投資有価証券 5,533,559 5,268,305

出資金 95,330 80,138

長期前払費用 304,688 308,911

その他 538,596 528,306

貸倒引当金 △28,192 △27,033

投資その他の資産合計 6,443,982 6,158,627

固定資産合計 12,518,863 12,221,091

資産合計 21,975,304 21,514,373
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 330,224 226,526

未払法人税等 65,440 32,498

賞与引当金 191,768 119,946

その他 646,079 361,342

流動負債合計 1,233,512 740,313

固定負債

繰延税金負債 652,717 689,541

退職給付引当金 169,106 160,251

その他 84,003 84,203

固定負債合計 905,827 933,995

負債合計 2,139,340 1,674,309

純資産の部

株主資本

資本金 581,335 581,335

資本剰余金 552,747 552,747

利益剰余金 19,115,290 19,101,501

自己株式 △509,653 △507,176

株主資本合計 19,739,719 19,728,407

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 260,960 312,467

為替換算調整勘定 △164,715 △200,810

評価・換算差額等合計 96,244 111,656

純資産合計 19,835,963 19,840,064

負債純資産合計 21,975,304 21,514,373
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 1,357,365 1,647,298

売上原価 923,826 1,105,291

売上総利益 433,538 542,006

販売費及び一般管理費 400,529 399,722

営業利益 33,009 142,283

営業外収益

受取利息 16,214 10,248

受取配当金 29,708 26,604

助成金収入 － 4,630

その他 3,978 1,156

営業外収益合計 49,900 42,639

営業外費用

為替差損 14,139 28,625

休業費用 28,864 5,756

その他 378 244

営業外費用合計 43,382 34,626

経常利益 39,527 150,296

特別利益

固定資産売却益 1,287 594

会員権償還益 500 －

特別利益合計 1,787 594

特別損失

固定資産売却損 － 173

固定資産除却損 372 242

貸倒引当金繰入額 4,269 －

特別損失合計 4,641 416

税金等調整前四半期純利益 36,673 150,474

法人税、住民税及び事業税 43,456 85,876

法人税等調整額 △21,001 △35,370

法人税等合計 22,455 50,505

少数株主損益調整前四半期純利益 － 99,968

四半期純利益 14,217 99,968
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

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21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当社及び子会社は、事業の種類を大別すると、「鋸・刃物類」「鋸・刃物関連の機械器具」「不動産

賃貸」に分類されますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「鋸・刃物類」の

割合が、いずれも90％を超えているため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) 国または地域の区分の方法は、当社及び連結子会社の所在国によっております。  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域 

 (1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国または地域 

  ① 東南アジア……中国・韓国・タイ 

  ② 北アメリカ……アメリカ 

  ③ ヨーロッパ……ドイツ・フランス 

  ④ その他……オーストラリア・ニュージーランド 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

中国
(千円)

アメリカ
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,108,337 67,014 182,012 1,357,365 ― 1,357,365

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

121,100 252,543 189 373,833 (373,833) ―

計 1,229,438 319,558 182,202 1,731,198 (373,833) 1,357,365

営業利益 12,631 24,993 5,208 42,833 (9,823) 33,009

【海外売上高】

東南アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 164,572 182,012 22,726 24,908 394,220

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,357,365

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.1 13.4 1.7 1.8 29.0
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は、「鋸・刃物類」を中心に製造・販売しており、地域別（当社及び連結子会社の所在国）のセグ

メントが事業セグメントとなります。報告セグメントは、「日本」「アジア」「アメリカ」となっており

ます。 

  

２  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 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、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。 

  

３  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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

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日本 アジア アメリカ 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,357,889 92,564 196,843 1,647,298 ― 1,647,298

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

242,933 347,742 552 591,228 △591,228 ―

計 1,600,822 440,307 197,396 2,238,526 △591,228 1,647,298

セグメント利益 64,456 58,010 12,552 135,019 7,264 142,283

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(注) この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものです。 

  

（単位：千円） 

 
  

（単位：千円） 

4. (参考) 四半期財務諸表 (個別)

(1) (参考) 四半期貸借対照表 (個別)

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成21年３月31日）

資産の部

 流動資産 7,905,617 7,938,646 

 固定資産

  有形固定資産 4,642,266 4,693,751 

  無形固定資産 11,931 13,327 

  投資その他の資産 8,065,260 7,723,888 

  固定資産合計 12,719,458 12,430,967 

 資産合計 20,625,076 20,369,614 

負債の部

 流動負債 1,181,181 746,464

 固定負債 948,428 977,199

 負債合計 2,129,609 1,723,663

純資産の部

 株主資本 18,234,505 18,333,482

 評価・換算差額等 260,960 312,467

 純資産合計 18,495,466 18,645,950

負債純資産合計 20,625,076 20,369,614

(2) (参考) 四半期損益計算書 (個別)

【第１四半期累計期間】(参考) (個別)

 前第１四半期累計期間
（自 平成21年４月１日

  至 平成21年６月30日）

 当第１四半期累計期間  
（自 平成22年４月１日   
 至 平成22年６月30日）

売上高 1,229,438 1,600,822

売上原価 893,260 1,210,374

売上総利益 336,177 390,448

販売費及び一般管理費 323,546 325,991

営業利益 12,631 64,456

営業外収益 44,053 42,180

営業外費用 36,884 37,083

経常利益 19,799 69,553

特別利益 1,787 ―

特別損失 4,641 416

税引前四半期純利益 16,945 69,137

法人税、住民税及び事業税 35,602 69,495

法人税等調整額 △17,645 △38,435

法人税等 17,957 31,059

四半期純利益又は四半期純損失 △1,011 38,077
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