
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 52,036 △1.7 △528 ― 751 △69.0 686 △51.9
25年３月期第１四半期 52,929 △7.8 1,212 △53.1 2,424 △39.0 1,426 △71.3

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 1,443百万円( 52.1％) 25年３月期第１四半期 948百万円( △84.0％)

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１四半期 3.37 3.37
25年３月期第１四半期 6.98 6.98

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 344,238 161,505 46.2
25年３月期 343,179 161,080 46.3

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 159,107百万円 25年３月期 158,906百万円

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

25年３月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 6.00 ― 6.00 12.00

(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）

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) 108,000 3.1 500 △77.4 2,000 △75.3 1,500 △76.7 7.37
通期 221,000 6.1 3,500 △4.5 7,000 △34.7 5,000 △40.3 24.58

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 209,263,814株 25年３月期 209,263,814株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 5,869,483株 25年３月期 5,864,495株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 203,396,317株 25年３月期１Ｑ 204,342,852株

※ 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、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のレビュー手続きは終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・平成25年５月14日に公表した業績予想は修正を行っております。詳細につきましては、本日（平成25年８月13
日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
・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。な
お、業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

ください。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

　該当事項はありません。

り、前回予想を下回る見通しとなりました。また、営業利益及び経常利益につきましては、為替が円安

騰等により、当第１四半期連結累計期間の経常利益は前年同四半期比69.0％減の751百万円となり、四

総資産は、前連結会計年度末に比べて1,058百万円増加し、344,238百万円となりました。これは、

主として投資その他の資産が982百万円増加したことによるものです。

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、経済対策や金融政策の効果等の期待感を背景に、

円高の是正や株価の上昇等、緩やかな持ち直しの傾向が見られる一方で、欧州債務問題や新興国の成

当社グループにおきましては、洋紙・白板紙ともに減収となり、当第１四半期連結累計期間の売上

高は52,036百万円（前年同四半期比1.7％減）となりました。

長鈍化等により、先行き不透明な状況が続きました。

半期純利益は前年同四半期比51.9％減の686百万円となりました。

損益面においては、各種コストダウンを実施したものの、売上の減少による減益や原燃料価格の高

　なお、通期の連結業績予想につきましては、前回予想を変更しておりません。

詳細につきましては、本日（平成25年８月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

負債は、前連結会計年度末に比べて633百万円増加し、182,732百万円となりました。これは、主とし

て有利子負債が688百万円増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて424百万円増加し、161,505百万円となりました。これは、主と

してその他有価証券評価差額金が315百万円増加したことによるものです。

第２四半期連結累計期間の連結業績予想の売上高につきましては、市販パルプの販売数量減少等によ

で推移しており、足元の原燃料価格の動向等から、前回予想を下回る見通しとなったため、第２四半期

連結累計期間の連結業績予想を修正いたしました。
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,056 28,138

受取手形及び売掛金 61,144 61,417

商品及び製品 18,016 18,229

仕掛品 1,984 1,702

原材料及び貯蔵品 13,265 13,616

その他 5,089 4,645

貸倒引当金 △64 △39

流動資産合計 128,492 127,710

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 72,726 73,081

減価償却累計額 △39,226 △39,800

建物及び構築物（純額） 33,500 33,281

機械、運搬具及び工具器具備品 374,318 376,654

減価償却累計額 △276,248 △280,124

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 98,070 96,529

その他（純額） 30,825 33,469

有形固定資産合計 162,396 163,280

無形固定資産 1,281 1,254

投資その他の資産   

投資有価証券 44,233 44,847

その他 6,776 7,144

投資その他の資産合計 51,009 51,992

固定資産合計 214,687 216,527

資産合計 343,179 344,238
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,556 17,073

電子記録債務 4,317 6,075

短期借入金 45,933 45,859

コマーシャル・ペーパー 7,000 8,000

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 731 231

引当金 2,603 1,361

その他 11,370 13,346

流動負債合計 90,513 101,948

固定負債   

社債 30,000 20,000

長期借入金 42,096 41,971

退職給付引当金 12,853 12,804

その他の引当金 449 430

負ののれん 2,654 2,208

資産除去債務 1,469 1,458

その他 2,062 1,910

固定負債合計 91,585 80,783

負債合計 182,099 182,732

純資産の部   

株主資本   

資本金 42,020 42,020

資本剰余金 45,481 45,481

利益剰余金 70,694 70,272

自己株式 △2,689 △2,691

株主資本合計 155,507 155,083

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,235 3,550

繰延ヘッジ損益 △5 86

為替換算調整勘定 169 386

その他の包括利益累計額合計 3,399 4,023

新株予約権 86 98

少数株主持分 2,087 2,299

純資産合計 161,080 161,505

負債純資産合計 343,179 344,238
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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１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 52,929 52,036

売上原価 43,914 44,965

売上総利益 9,015 7,070

販売費及び一般管理費 7,802 7,599

営業利益又は営業損失（△） 1,212 △528

営業外収益   

受取利息 2 11

受取配当金 344 328

負ののれん償却額 445 445

助成金収入 651 －

その他 319 813

営業外収益合計 1,764 1,599

営業外費用   

支払利息 229 243

為替差損 201 －

その他 122 75

営業外費用合計 553 319

経常利益 2,424 751

特別利益   

固定資産売却益 10 17

受取保険金 3 －

その他 2 －

特別利益合計 16 17

特別損失   

固定資産除売却損 223 124

投資有価証券評価損 432 －

その他 4 －

特別損失合計 659 124

税金等調整前四半期純利益 1,780 644

法人税、住民税及び事業税 418 182

法人税等調整額 △53 △199

法人税等合計 364 △16

少数株主損益調整前四半期純利益 1,416 660

少数株主損失（△） △10 △25

四半期純利益 1,426 686
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 【四半期連結包括利益計算書】 
   【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,416 660

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △642 251

繰延ヘッジ損益 3 94

為替換算調整勘定 174 372

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 64

その他の包括利益合計 △467 782

四半期包括利益 948 1,443

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 887 1,310

少数株主に係る四半期包括利益 61 132
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（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）

　　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）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６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：百万円）

計

 売　　上　　高

外部顧客への売上高 45,381 5,236 50,618 2,311 52,929 ― 52,929    

644 46 690 6,918 7,609 △ 7,609 ―

46,026 5,282 51,309 9,229 60,538 △ 7,609 52,929    

 セグメント利益 894 102 996 29 1,026 1,212     

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６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：百万円）

計

 売　　上　　高

外部顧客への売上高 44,920 5,057 49,978 2,058 52,036 ― 52,036    

547 79 626 6,757 7,384 △ 7,384 ―

45,467 5,136 50,604 8,816 59,420 △ 7,384 52,036    

 セグメント利益又は損失(△) △ 1,062 178 △ 883 129 △ 754 △ 528 

　　　３　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損失と調整を行っております。

　　　　　運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

報告セグメント

計

セグメント間の内部売
上高又は振替高

　　　２　セグメント利益又は損失の調整額225百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

225      

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、不動産売買、

　　　２　セグメント利益の調整額186百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

紙パルプ
事業

セグメント間の内部売
上高又は振替高

　　　　　運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

　　　３　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。

その他
（注）１

合計

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

パッケー
ジング・

紙加工事業

調整額
（注）２

計

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、不動産売買、

186      

調整額
（注）２紙パルプ

事業

報告セグメント 四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

パッケー
ジング・

紙加工事業

その他
（注）１

合計
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