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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融緩和や経済対策などの効果から景気回復の

兆しが見られるものの、消費税の引き上げの決定や円安による原材料価格の上昇など先行きは不透明な状況のまま

推移いたしました。 

 当社グループは、紙の需要が伸び悩む環境の下、印刷用紙及び情報用紙の適正価格販売を主眼に販売活動を展開

してまいりました。需要家のあらゆるニーズにきめ細かく対応する営業活動により販売数量は前年を上回ることが

できました。利益につきましては、金融コストの圧縮に努め、紙卸商の本分である小口の商売を大切にし、加工や

迅速なデリバリーに注力しましたが、年間２度に渡るメーカーの価格修正により仕入原価が上昇し営業利益を圧迫

しました。重ねて物流費の増加により減益を余儀なくされました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は12,873百万円（前年同期比110百万円減）、営業利益

は31百万円（前年同期比60百万円減）、経常利益は53百万円（前年同期比47百万円減）、四半期純利益は61百万円

（前年同期比22百万円減）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は9,533百万円となり、前連結会計年度末に比べ237百万円減少い

たしました。これは主に、受取手形及び売掛金が416百万円減少し、商品が143百万円増加したことによるものであ

ります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は6,388百万円となり、前連結会計年度末に比べ342百万円減少い

たしました。これは主に、有利子負債が320百万円減少したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は3,145百万円となり、前連結会計年度末に比べ105百万円増加

いたしました。これは主に、その他有価証券評価差額金が70百万円増加したことによるものであります。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月10日の「平成25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）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。 

 なお、特定子会社の異動に該当しておりませんが、持分法適用関連会社であった株式会社ポイント商社は、第１

四半期連結会計期間において閉業したため、持分法適用の範囲から除外しております。   

    

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 484,741 562,436

受取手形及び売掛金 3,992,333 3,576,034

商品 484,163 628,093

未収入金 686,915 645,069

その他 58,982 43,115

貸倒引当金 △29,831 △24,607

流動資産合計 5,677,304 5,430,142

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,219,284 1,203,383

機械装置及び運搬具（純額） 33,582 33,651

土地 1,417,953 1,417,953

その他（純額） 22,824 18,486

有形固定資産合計 2,693,645 2,673,475

無形固定資産   

のれん 597,856 567,963

その他 6,703 30,270

無形固定資産合計 604,560 598,234

投資その他の資産   

投資有価証券 494,842 533,146

出資金 215,341 215,341

その他 85,456 83,458

投資その他の資産合計 795,640 831,947

固定資産合計 4,093,845 4,103,657

資産合計 9,771,149 9,533,800

㈱共同紙販ホールディングス（9849）平成26年3月期　第3四半期決算短信

- 3 -



（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 5,456,866 5,544,453

短期借入金 450,000 190,000

1年内返済予定の長期借入金 90,000 60,000

賞与引当金 50,430 26,190

その他 261,052 168,421

流動負債合計 6,308,348 5,989,064

固定負債   

長期借入金 30,000 －

退職給付引当金 361,067 363,875

繰延税金負債 3,342 2,950

その他 28,389 32,536

固定負債合計 422,799 399,362

負債合計 6,731,148 6,388,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,381,052 2,381,052

資本剰余金 776,560 776,560

利益剰余金 233,846 262,318

自己株式 △258,513 △258,926

株主資本合計 3,132,946 3,161,005

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △87,606 △16,641

為替換算調整勘定 △6,108 －

その他の包括利益累計額合計 △93,715 △16,641

少数株主持分 770 1,008

純資産合計 3,040,001 3,145,373

負債純資産合計 9,771,149 9,533,800

㈱共同紙販ホールディングス（9849）平成26年3月期　第3四半期決算短信

- 4 -



（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 12,984,124 12,873,593

売上原価 11,256,453 11,170,025

売上総利益 1,727,670 1,703,568

販売費及び一般管理費 1,635,017 1,671,799

営業利益 92,653 31,768

営業外収益   

受取利息 25 39

受取配当金 21,860 23,685

設備賃貸料 6,814 4,893

貸倒引当金戻入額 677 2,058

その他 5,570 5,752

営業外収益合計 34,949 36,430

営業外費用   

支払利息 10,491 4,765

手形売却損 8,814 8,059

保証債務費用 1,367 －

その他 5,458 1,528

営業外費用合計 26,131 14,353

経常利益 101,471 53,845

特別利益   

投資有価証券売却益 － 25,650

特別利益合計 － 25,650

特別損失   

関係会社清算損 － 6,108

特別退職金 － 776

特別損失合計 － 6,884

税金等調整前四半期純利益 101,471 72,610

法人税、住民税及び事業税 17,415 11,172

法人税等還付税額 － △83

法人税等調整額 △392 △392

法人税等合計 17,023 10,696

少数株主損益調整前四半期純利益 84,448 61,914

少数株主利益 78 238

四半期純利益 84,369 61,675
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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 84,448 61,914

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37,929 70,965

持分法適用会社に対する持分相当額 406 6,108

その他の包括利益合計 △37,522 77,074

四半期包括利益 46,925 138,988

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46,847 138,749

少数株主に係る四半期包括利益 78 238
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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）
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