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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

 

  

  

   平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成24年11月８日

上場会社名  南海プライウッド株式会社 上場取引所   大

コード番号  7887 ＵＲＬ   http://www.nankaiplywood.co.jp

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  丸山 徹

問合せ先責任者 （役職名）  執行役員 管理部門長 （氏名）  松浦 義博 ＴＥＬ   087-825-3615

四半期報告書提出予定日  平成24年11月12日 配当支払開始予定日  －

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     

  （百万円未満切捨て）

（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  6,225  5.7  126  △71.9  110  △64.5  52  －

24年３月期第２四半期  5,889  13.2  450  －  311  －  △195  －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △84百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 △142百万円 （ ％） －

  
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  5.39  －

24年３月期第２四半期  △20.22  －

  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 

25年３月期第２四半期  17,271  15,615  90.4  1,612.19

24年３月期  18,023  15,789  87.5  1,627.21

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 15,615百万円   24年３月期 15,763百万円 

  
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 － 5.00  5.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 5.00  5.00

（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）

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  12,800  2.8  600  △40.8  760  △1.8  450  670.9  46.44

（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 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

（注）「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Ｐ．２「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」をご確認ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 10,095,800株 24年３月期 10,095,800株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 409,800株 24年３月期 408,175株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 9,686,657株 24年３月期２Ｑ 9,689,525株

 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き四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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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（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、震災の復興需要なども牽引となり景気は緩やかな復調傾向

にありますが、長期化する円高や欧州債務危機問題に加え、世界経済の減速懸念が高まるなど、依然として先行き

不透明な状況が続いております。 

 当業界におきましては、政府による住宅取得促進策の効果や、東北エリアの復興需要を中心に新設住宅着工戸数

は底堅く推移しているものの、所得環境や消費税動向の不透明感から、住宅需要の本格的な回復には至りませんで

した。 

このような状況のなか、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、木材関連事業では、収納

材を中心とする新製品の生産販売に力を注ぎ、積極的な販売活動を推進いたしました。コスト面では原材料価格の

高騰を受け、製品加工の集約化・効率化・内製化等による変動費の圧縮に継続して取組むなど、収益の確保に努め

てまいりました。電線関連事業では、公共投資、民間設備投資ともに総じて低調に推移したことにより、企業間競

争が激化し、厳しい環境での営業展開となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益

百万円（前年同四半期比 ％減）、経常利益 百万円（前年同四半期比 ％減）、四半期純利益 百万円

（前年同四半期は四半期純損失 百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に現金及び預金 百万円の減少、原材料及び貯蔵品 百万円の減少、受取手形及び売掛金

百万円の減少等によるものであります。固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減

少いたしました。これは主に投資有価証券 百万円の減少等によるものであります。 

 この結果、総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金 百万円の減少、未払金 百万円の減少等によるものであります。

固定負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたしました。これは主に退職給付引当金 百

万円の増加等によるものであります。 

 この結果、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減

少いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金 百万円の減少、為替換算調整勘定54百万円の減少等によ

るものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成24年５月14日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連

結業績予想に変更はありません。 

   

（１）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分することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響額は軽微であります。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 1,278,816 975,730

受取手形及び売掛金 4,642,836 4,506,355

商品及び製品 581,029 677,459

仕掛品 845,697 832,343

原材料及び貯蔵品 1,685,681 1,532,640

繰延税金資産 82,392 84,381

その他 255,883 162,145

貸倒引当金 △1,910 △1,403

流動資産合計 9,370,426 8,769,651

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,275,044 5,338,284

減価償却累計額 △4,120,759 △4,152,320

建物及び構築物（純額） 1,154,284 1,185,964

機械装置及び運搬具 6,786,131 6,532,213

減価償却累計額 △6,274,046 △6,076,705

機械装置及び運搬具（純額） 512,084 455,508

工具、器具及び備品 433,876 378,797

減価償却累計額 △355,056 △311,214

工具、器具及び備品（純額） 78,819 67,582

土地 3,909,103 3,927,686

建設仮勘定 43,242 53,877

その他 28,418 20,499

有形固定資産合計 5,725,953 5,711,118

無形固定資産   

その他 543,521 509,730

無形固定資産合計 543,521 509,730

投資その他の資産   

投資有価証券 621,778 552,861

投資不動産 1,760,064 1,760,064

減価償却累計額 △554,243 △569,811

投資不動産（純額） 1,205,821 1,190,253

繰延税金資産 － 37,603

その他 597,013 541,781

貸倒引当金 △41,253 △41,348

投資その他の資産合計 2,383,359 2,281,150

固定資産合計 8,652,833 8,502,000

資産合計 18,023,260 17,271,651



（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 1,180,547 884,196

未払金 445,438 275,287

未払費用 100,832 86,526

未払法人税等 65,579 29,430

未払消費税等 71,547 72,032

賞与引当金 211,407 138,803

その他 34,025 37,513

流動負債合計 2,109,379 1,523,789

固定負債   

繰延税金負債 4,934 －

退職給付引当金 84,049 97,746

役員退職慰労引当金 10,140 10,140

その他 25,419 24,327

固定負債合計 124,543 132,213

負債合計 2,233,922 1,656,003

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,121,000 2,121,000

資本剰余金 1,865,920 1,865,920

利益剰余金 12,025,279 12,029,011

自己株式 △129,944 △130,585

株主資本合計 15,882,255 15,885,346

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,717 △44,664

繰延ヘッジ損益 45,660 4,045

為替換算調整勘定 △174,866 △229,078

その他の包括利益累計額合計 △118,489 △269,698

少数株主持分 25,571 －

純資産合計 15,789,337 15,615,647

負債純資産合計 18,023,260 17,271,651



（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 5,889,372 6,225,223

売上原価 3,784,388 4,309,451

売上総利益 2,104,983 1,915,772

販売費及び一般管理費   

発送運賃 393,720 384,277

報酬及び給料手当 498,926 541,604

賞与引当金繰入額 70,164 83,414

退職給付費用 35,095 39,347

その他 656,352 740,613

販売費及び一般管理費合計 1,654,259 1,789,258

営業利益 450,723 126,513

営業外収益   

受取利息 8,976 7,074

受取配当金 5,494 5,703

受取賃貸料 48,346 50,948

その他 15,030 13,140

営業外収益合計 77,848 76,866

営業外費用   

持分法による投資損失 194 10,739

為替差損 183,843 45,872

賃貸費用 27,782 34,224

その他 5,072 2,034

営業外費用合計 216,892 92,871

経常利益 311,680 110,509

特別利益   

固定資産売却益 21,384 1,753

特別利益合計 21,384 1,753

特別損失   

固定資産除却損 12,678 11,791

投資有価証券評価損 － 12,930

訴訟関連損失 645,000 －

特別損失合計 657,678 24,721

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（△）

△324,613 87,541

法人税、住民税及び事業税 26,764 25,726

法人税等調整額 △158,060 6,034

法人税等合計 △131,295 31,760

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（△）

△193,317 55,780

少数株主利益 2,574 3,610

四半期純利益又は四半期純損失（△） △195,891 52,169



（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△193,317 55,780

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,284 △55,381

繰延ヘッジ損益 △28,194 △41,614

為替換算調整勘定 57,074 △43,287

その他の包括利益合計 51,164 △140,283

四半期包括利益 △142,152 △84,503

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △147,548 △88,113

少数株主に係る四半期包括利益 5,395 3,610



 該当事項はありません。   

   

 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
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