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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 38,782 △3.8 1,729 △28.0 1,735 △25.8 498 18.9
23年3月期第2四半期 40,296 4.8 2,400 44.0 2,338 54.8 419 △51.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 400百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △324百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 3.13 3.12
23年3月期第2四半期 2.63 2.63

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 122,753 59,653 48.4
23年3月期 127,632 59,629 46.5

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  59,421百万円 23年3月期  59,389百万円

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

23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年3月期 ― 2.50

24年3月期（予想） ― 2.50 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 80,000 0.8 3,100 △19.3 3,000 △20.0 1,400 66.7 8.79
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(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、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は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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および合理的であると判断する一定の前提条件に基づいてお
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および業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきまし
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」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 163,297,510 株 23年3月期 163,297,510 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,818,556 株 23年3月期 3,914,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 159,432,736 株 23年3月期2Q 159,319,707 株



資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

24 年３月期第２四半期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

 

 

 

 

（注）純資産減少割合 0.007 

 

基準日 第２四半期末 

１株当たり配当金（円） 2.50

配当金総額（百万円） 398
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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、３月に発生した東日本大震災の影響から持ち直しつつある一

方で、電力の供給不安、欧米経済の減速懸念、急激な円高進行など、依然として先行き不透明な状況が続きまし

た。 

 このような状況の中、当社グループは、当連結会計年度よりスタートした第二次中期経営計画のもと、その基本

テーマである「深化。そして、進化。」に沿って、「基盤事業の徹底的な強化」、「成長路線に向けた新たな変

化」に向けた諸施策を推進してまいりました。 

 産業素材事業では、震災の影響はあったものの、主力製品である段ボール原紙は、飲料関連の需要が堅調に推移

し、前年同期並みの販売数量を確保しました。クラフト紙についても、米麦向け需要が堅調に推移したことから、

販売数量が前年同期を上回りました。 

 なお、原燃料価格の上昇等を受け、更なる生産効率の改善などに努めるとともに、段ボール原紙・クラフト紙に

つきまして下期より価格修正に取り組んでまいります。 

 特殊素材事業では、特殊機能紙については、夏場の電力使用制限による需要の落ち込みは軽微で、販売数量・金

額ともに前年同期を若干上回りました。一方、特殊印刷用紙については、主力製品であるファンシーペーパーが依

然として採用手控えの動きがあり減少したものの、高級印刷紙については、震災後の自粛ムードが緩和されつつあ

り、販売数量・金額ともに回復傾向にあります。 

 生活商品事業では、主力製品であるペーパータオル・トイレットペーパーともに、震災の影響等により、販売数

量は前年同期を下回りました。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は38,782百万円（前年同期比3.8％減）、営業利益は

1,729百万円（前年同期比28.0％減）、経常利益は1,735百万円（前年同期比25.8％減）、四半期純利益は498百万

円（前年同期比18.9％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、122,753百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,878百万円の減少

となりました。主な要因は、現金及び預金の減少によるものであります。 

 負債は、63,100百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,902百万円の減少となりました。主な要因は、借入

金の減少によるものであります。 

 純資産は、59,653百万円となり、前連結会計年度末に比べて23百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰

余金の増加によるものであります。自己資本比率は48.4％となり、前連結会計年度末に比べて1.9ポイント上昇し

ました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は6,730百万円となり、前

連結会計年度末と比較して3,508百万円の減少となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は3,183百万円となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益

1,034百万円、減価償却費3,866百万円であり、一方、資金減少の主な要因は、仕入債務の減少額1,057百万円、た

な卸資産の増加額751百万円であります。 

 投資活動の結果使用した資金は2,145百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得2,383百万円であり

ます。 

 財務活動の結果使用した資金は4,546百万円となりました。資金減少の主な要因は、長期借入金の減少額2,090百

万円、短期借入金の減少額2,054百万円であります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の業績につきましては、平成23年８月10日に公表いたしました業績予想と実績値の間に

差異が生じております。詳細につきましては、本日公表の「平成24年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値

と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 

 通期の連結業績予想につきましては、平成23年８月10日に公表いたしました業績予想に変更ありませんが、業績

予想の修正が必要と判断した場合は速やかにお知らせいたします。  

   

（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。 

  

当四半期決算に関する定性的情報

サマリー情報（その他）に関する事項
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（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

   会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

    当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,454 6,766

受取手形及び売掛金 22,166 22,808

商品及び製品 5,987 5,660

仕掛品 518 820

原材料及び貯蔵品 4,094 4,795

繰延税金資産 1,089 996

その他 473 542

貸倒引当金 △32 △33

流動資産合計 44,751 42,356

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,021 17,582

機械装置及び運搬具（純額） 35,461 33,230

土地 13,005 13,010

その他（純額） 1,635 2,525

有形固定資産合計 68,124 66,349

無形固定資産   

のれん 665 815

その他 378 370

無形固定資産合計 1,043 1,185

投資その他の資産   

投資有価証券 11,932 11,789

長期貸付金 38 38

繰延税金資産 452 206

その他 1,440 978

貸倒引当金 △151 △151

投資その他の資産合計 13,712 12,862

固定資産合計 82,880 80,397

資産合計 127,632 122,753
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,693 11,636

短期借入金 23,171 21,116

1年内返済予定の長期借入金 4,303 3,700

未払法人税等 583 408

賞与引当金 397 407

修繕引当金 279 －

その他 4,062 5,032

流動負債合計 45,491 42,301

固定負債   

長期借入金 19,514 18,027

繰延税金負債 803 710

修繕引当金 55 －

退職給付引当金 913 864

役員退職慰労引当金 56 56

環境対策引当金 272 272

資産除去債務 796 797

その他 97 69

固定負債合計 22,510 20,798

負債合計 68,002 63,100

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,485 11,485

資本剰余金 14,463 14,452

利益剰余金 34,425 34,525

自己株式 △1,094 △1,065

株主資本合計 59,279 59,398

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 112 30

繰延ヘッジ損益 △1 △7

その他の包括利益累計額合計 110 23

新株予約権 70 76

少数株主持分 169 155

純資産合計 59,629 59,653

負債純資産合計 127,632 122,753

特種東海製紙㈱(3708）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-5-



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 40,296 38,782

売上原価 31,797 31,268

売上総利益 8,498 7,513

販売費及び一般管理費 6,098 5,784

営業利益 2,400 1,729

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 147 161

その他 192 188

営業外収益合計 340 351

営業外費用   

支払利息 299 245

その他 103 99

営業外費用合計 402 344

経常利益 2,338 1,735

特別利益   

固定資産売却益 5 3

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 15 －

特別利益合計 20 3

特別損失   

固定資産除却損 55 135

減損損失 257 －

災害による損失 － 226

投資有価証券評価損 － 182

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 748 －

特別退職金 － 160

特別損失合計 1,061 704

税金等調整前四半期純利益 1,296 1,034

法人税、住民税及び事業税 517 463

法人税等調整額 351 83

法人税等合計 868 547

少数株主損益調整前四半期純利益 428 487

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8 △11

四半期純利益 419 498
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（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 428 487

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △753 △81

繰延ヘッジ損益 0 △5

その他の包括利益合計 △752 △86

四半期包括利益 △324 400

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △332 411

少数株主に係る四半期包括利益 8 △11
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,296 1,034

減価償却費 3,917 3,866

減損損失 257 －

のれん及び負ののれん償却額 50 50

修繕引当金の増減額（△は減少） 89 △334

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43 △48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23 △0

受取利息及び受取配当金 △147 △162

支払利息 299 245

有形固定資産除却損 55 135

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 748 －

有形固定資産売却損益（△は益） △5 △2

投資有価証券評価損益（△は益） － 182

災害損失 － 226

売上債権の増減額（△は増加） △708 △642

たな卸資産の増減額（△は増加） △538 △751

仕入債務の増減額（△は減少） 266 △1,057

その他 △1,107 1,127

小計 4,400 3,877

利息及び配当金の受取額 124 128

利息の支払額 △295 △243

法人税等の支払額 △619 △582

法人税等の還付額 46 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,656 3,183

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △20

定期預金の払戻による収入 － 200

有形固定資産の取得による支出 △2,348 △2,383

有形固定資産の除却による支出 △23 △102

有形固定資産の売却による収入 9 3

投資有価証券の取得による支出 △2 △37

子会社株式の取得による支出 － △200

匿名組合清算による収入 － 393

その他 61 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,303 △2,145

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △355 △2,054

長期借入れによる収入 － 300

長期借入金の返済による支出 △3,297 △2,390

配当金の支払額 △397 △399

その他 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,053 △4,546

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,700 △3,508

現金及び現金同等物の期首残高 10,108 10,238

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 14 －
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現金及び現金同等物の四半期末残高 7,421 6,730
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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