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

26年3月期第3四半期 6,415 8.5 575 △18.4 825 △4.6 552 14.3
25年3月期第3四半期 5,913 3.7 705 0.5 865 15.0 483 △11.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,546百万円 （136.0％） 25年3月期第3四半期 655百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 115.95 ―
25年3月期第3四半期 101.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 24,484 22,100 90.3
25年3月期 22,965 20,768 90.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 22,100百万円 25年3月期 20,768百万円

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 ― 0.00 ― 45.00 45.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 100.00 100.00

配当金の内訳 記念配当 55円00銭

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 ： 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 8,100 1.2 1,000 1.2 1,220 0.0 705 0.1 147.95



(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、四半期連結財務諸
表に対する四半期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 
 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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 5,573,817 株 25年3月期 5,573,817 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 808,642 株 25年3月期 808,592 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 4,765,192 株 25年3月期3Q 4,765,278 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費、公共投資等の堅調な国内需要や消費税

率引き上げ前の駆け込み需要を背景として、緩やかな回復が続きました。 

 世界経済は、米国では、堅調な民需により緩やかに景気回復が続いています。欧州では、景気は持ち

直しに転じつつありますが、一部新興国・資源国では、経済成長に勢いを欠く状況が続いております。

 当社グループにおいては、こうした経営環境の下で、営業力強化により、米国をはじめとする海外市

場の売り上げが順調に推移し、国内市場でも新築住宅着工戸数が増加したことなどもあり、連結売上高

は6,415百万円（前年同四半期8.5％増）となりました。利益面につきましては、円安による海外製造子

会社での原価率上昇などで、営業利益575百万円（前年同四半期比18.4％減）、経常利益825百万円（前

年同四半期比4.6％減）、四半期純利益552百万円（前年同四半期比14.3％増）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりです。  

① 日本 

製材木工用チップソー、住宅資材用チップソーともに好調に推移し、国内における金属用チップソ

ーは減少しましたが、海外向け金属用チップソーの増加により、売上高は5,749百万円（前年同四半

期比4.7％増）、セグメント利益（営業利益）は542百万円（前年同四半期比11.1％増）となりまし

た。 

② アジア  

グループ間取引の増加等により売上高は2,130百万円（前年同四半期比24.1％増）となりました。

利益面では、円安による原価率の上昇、価格競争の激化などにより、セグメント損失（営業損失）は

103百万円（前年同四半期は104百万円のセグメント利益（営業利益））となりました。 

③ アメリカ 

住宅資材用チップソー、金属用チップソーともに引き続き好調に推移しており、売上高は893百万

円（前年同四半期比30.5％増）、セグメント利益（営業利益）は131百万円（前年同四半期比86.0％

増）となりました。 

  

通期の業績につきましては、現時点において平成25年５月14日に公表しました業績予想から変更はあ

りません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,383,375 5,717,439

受取手形及び売掛金 2,117,375 2,428,475

有価証券 799,890 1,105,650

商品及び製品 1,248,300 1,343,928

仕掛品 369,741 412,922

原材料及び貯蔵品 676,490 759,166

その他 326,499 381,500

貸倒引当金 △1,722 △3,024

流動資産合計 10,919,950 12,146,059

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,523,446 1,531,883

機械装置及び運搬具（純額） 1,863,460 1,917,423

土地 2,279,062 2,289,492

その他（純額） 159,666 230,824

有形固定資産合計 5,825,636 5,969,623

無形固定資産 3,120 2,728

投資その他の資産   

投資有価証券 5,276,084 5,626,259

その他 958,130 756,102

貸倒引当金 △17,340 △16,292

投資その他の資産合計 6,216,874 6,366,069

固定資産合計 12,045,630 12,338,420

資産合計 22,965,581 24,484,479

天龍製鋸㈱（5945）　平成26年３月期第３四半期決算短信

－ 4 －



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 314,845 300,309

未払法人税等 243,097 195,517

賞与引当金 123,047 68,355

その他 371,568 436,808

流動負債合計 1,052,559 1,000,991

固定負債   

繰延税金負債 784,783 1,033,336

退職給付引当金 233,217 218,810

その他 126,322 130,785

固定負債合計 1,144,323 1,382,932

負債合計 2,196,882 2,383,923

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 20,570,896 20,909,009

自己株式 △1,626,314 △1,626,430

株主資本合計 20,078,664 20,416,661

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 767,425 1,201,138

為替換算調整勘定 △77,391 482,756

その他の包括利益累計額合計 690,033 1,683,894

純資産合計 20,768,698 22,100,555

負債純資産合計 22,965,581 24,484,479
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 5,913,120 6,415,423

売上原価 3,843,777 4,236,116

売上総利益 2,069,342 2,179,307

販売費及び一般管理費 1,363,905 1,603,684

営業利益 705,437 575,622

営業外収益   

受取利息 25,597 21,387

受取配当金 66,132 69,084

為替差益 55,628 146,822

その他 13,098 13,405

営業外収益合計 160,456 250,700

営業外費用   

支払利息 821 1,185

その他 51 122

営業外費用合計 873 1,308

経常利益 865,020 825,014

特別利益   

固定資産売却益 9,293 476

投資有価証券売却益 － 7,745

保険解約返戻金 － 128,901

特別利益合計 9,293 137,123

特別損失   

固定資産売却損 1,942 269

固定資産除却損 2,950 1,183

投資有価証券評価損 127,009 23

投資有価証券償還損 5,879 －

支払補償金 － 14,800

特別損失合計 137,782 16,275

税金等調整前四半期純利益 736,532 945,862

法人税、住民税及び事業税 210,449 350,764

法人税等調整額 42,509 42,550

法人税等合計 252,958 393,314

少数株主損益調整前四半期純利益 483,573 552,547

四半期純利益 483,573 552,547
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 483,573 552,547

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 148,019 433,713

為替換算調整勘定 23,601 560,147

その他の包括利益合計 171,621 993,860

四半期包括利益 655,194 1,546,408

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 655,194 1,546,408

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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

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24年４月１日  至  平成24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 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。 

  
Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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 セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益又は損失は、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）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

          (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 4,643,645 585,241 684,233 5,913,120 ― 5,913,120

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

849,242 1,130,793 633 1,980,669 △1,980,669 ―

計 5,492,887 1,716,034 684,867 7,893,789 △1,980,669 5,913,120

セグメント利益 488,611 104,211 70,664 663,488 41,949 705,437
 

          (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 4,860,702 660,740 893,979 6,415,423 ― 6,415,423

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

888,645 1,469,266 ― 2,357,912 △2,357,912 ―

計 5,749,348 2,130,007 893,979 8,773,336 △2,357,912 6,415,423

セグメント利益又は損失(△) 542,795 △103,923 131,454 570,326 5,296 575,622
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