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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

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

22年3月期第2四半期 38,436 △12.3 1,666 ― 1,510 ― 870 ―

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

23年3月期第2四半期 2.63 2.63
22年3月期第2四半期 5.47 5.46

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

23年3月期第2四半期 126,930 59,281 46.5 370.21
22年3月期 131,355 59,978 45.5 375.02

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  59,006百万円 22年3月期  59,701百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00

23年3月期 ― 2.50

23年3月期 
（予想）

― 2.50 5.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 81,000 3.8 4,300 △0.7 3,700 △7.8 1,500 △16.3 9.41
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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
づく四半期財務諸表のレビュー手続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 
・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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 163,297,510株 22年3月期  163,297,510株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,909,845株 22年3月期  4,101,235株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 159,319,707株 22年3月期2Q 159,189,938株



資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

23 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。 

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

（注）純資産減少割合  0.007 
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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、輸出産業を中心に一部では持ち直しの動きがみられるもの

の、依然として厳しい雇用情勢、急速な円高の進行などにより、先行きの不透明感が増す状況で推移しました。 

 このような状況の中、当社グループは、原価低減活動や生産効率の改善などを推進し、収益の確保に取組んでま

いりました。 

  産業素材事業では、主力製品である段ボール原紙が、景気回復傾向に伴う需要回復に加えて、猛暑による飲料関

連の需要増に支えられたことにより、堅調に推移しました。クラフト紙についても同様の傾向で推移し、両製品と

もに販売数量は前年同期を上回りました。 

  特殊素材事業では、特殊機能紙については、全般的に需要が回復したことから、販売数量・金額ともに前年同期

を上回りました。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、高級印刷用紙ともに、出

版・商業印刷等の需要低迷により、販売数量・金額ともに減少となりました。 

 生活商品事業では、ペーパータオルが販売数量・金額ともに前年同期を下回りました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間での連結業績は、売上高は40,296百万円（前年同期比4.8％増）、営業利

益は2,400百万円（前年同期比44.0％増）、経常利益は2,338百万円（前年同期比54.8％増）、資産除去債務会計基

準の適用に伴う影響額、減損損失を特別損失に計上したことなどにより、四半期純利益は419百万円（前年同期比

51.8％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、126,930百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,424百万円の減少

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67,649百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,727百万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59,281百万円となり、前連結会計年度末に比べて697百万円の減少となりました。主な要因は、その他

有価証券評価差額金の減少によるものであります。自己資本比率は46.5％となり、前連結会計年度末に比べ1.0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7,421百万円となり、前

連結会計年度末と比較して2,686百万円の減少となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は3,656百万円となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益

1,296百万円、減価償却費3,917百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額748百万円であり、一方、資金

減少の主な要因は、売上債権の増加額708百万円、法人税等の支払額619百万円であります。 

 投資活動の結果使用した資金は2,303百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得2,348百万円であり

ます。  

 財務活動の結果使用した資金は4,053百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出3,297百万

円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、平成22年８月10日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度にかかる減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

  

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

    

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   会計処理の原則・手続の変更 

    資産除去債務に関する会計基準の適用 

   第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

  日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

  適用しております。 

   これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ５百万円、税金等調整前四半期純利

  益は753百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は797百万円であ

  ります。  

  

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,437 10,118

受取手形及び売掛金 23,575 22,831

商品及び製品 6,096 5,790

仕掛品 757 487

原材料及び貯蔵品 3,536 3,573

繰延税金資産 1,075 1,133

その他 552 418

貸倒引当金 △35 △36

流動資産合計 42,994 44,316

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,469 18,793

機械装置及び運搬具（純額） 35,817 37,598

土地 12,996 12,996

その他（純額） 2,092 1,806

有形固定資産合計 69,375 71,195

無形固定資産   

のれん 715 766

その他 248 241

無形固定資産合計 964 1,007

投資その他の資産   

投資有価証券 11,734 12,748

長期貸付金 39 40

繰延税金資産 500 645

その他 1,440 1,530

貸倒引当金 △117 △128

投資その他の資産合計 13,596 14,836

固定資産合計 83,936 87,038

資産合計 126,930 131,355
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,731 12,479

短期借入金 26,775 27,121

1年内返済予定の長期借入金 5,158 6,064

未払法人税等 559 671

賞与引当金 400 367

修繕引当金 337 274

その他 3,697 4,719

流動負債合計 49,659 51,697

固定負債   

長期借入金 15,272 17,515

繰延税金負債 512 646

退職給付引当金 978 1,022

役員退職慰労引当金 48 70

環境対策引当金 272 272

資産除去債務 797 －

その他 108 152

固定負債合計 17,990 19,679

負債合計 67,649 71,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,485 11,485

資本剰余金 14,463 14,481

利益剰余金 34,403 34,381

自己株式 △1,093 △1,146

株主資本合計 59,258 59,201

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △244 508

繰延ヘッジ損益 △8 △8

評価・換算差額等合計 △252 499

新株予約権 70 79

少数株主持分 204 197

純資産合計 59,281 59,978

負債純資産合計 126,930 131,355
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 38,436 40,296

売上原価 30,556 31,797

売上総利益 7,879 8,498

販売費及び一般管理費 6,212 6,098

営業利益 1,666 2,400

営業外収益   

受取利息 2 0

受取配当金 153 147

その他 161 192

営業外収益合計 317 340

営業外費用   

支払利息 363 299

その他 110 103

営業外費用合計 473 402

経常利益 1,510 2,338

特別利益   

固定資産売却益 65 5

過年度除却費用戻入益 36 －

貸倒引当金戻入額 － 15

特別利益合計 102 20

特別損失   

固定資産除却損 30 55

減損損失 26 257

投資有価証券評価損 10 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 748

特別損失合計 68 1,061

税金等調整前四半期純利益 1,545 1,296

法人税、住民税及び事業税 376 517

法人税等調整額 287 351

法人税等合計 664 868

少数株主損益調整前四半期純利益 － 428

少数株主利益 10 8

四半期純利益 870 419
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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 1,545 1,296

減価償却費 3,931 3,917

減損損失 26 257

のれん償却額 49 50

修繕引当金の増減額（△は減少） 34 89

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42 △43

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22 △23

受取利息及び受取配当金 △155 △147

支払利息 363 299

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 10 －

有形固定資産除却損 30 55

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） △65 △5

売上債権の増減額（△は増加） △3,472 △708

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,393 △538

仕入債務の増減額（△は減少） △3,241 266

その他 628 △1,107

小計 1,024 4,400

利息及び配当金の受取額 134 124

利息の支払額 △376 △295

法人税等の支払額 △211 △619

法人税等の還付額 316 46

営業活動によるキャッシュ・フロー 886 3,656

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,496 △2,348

有形固定資産の売却による収入 102 9

有形固定資産の除却による支出 △152 △23

投資有価証券の取得による支出 △5 △2

投資有価証券の売却による収入 33 －

その他 △10 61

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,528 △2,303

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） △743 △355

長期借入れによる収入 4,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,844 △3,297

配当金の支払額 △558 △397

その他 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 851 △4,053

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △797 △2,700

現金及び現金同等物の期首残高 8,932 10,108

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 14

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,135 7,421
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 該当事項はありません。  

  

  

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法は、業種等を勘案して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

（1）製紙事業……産業用紙、家庭紙、特殊紙、パルプ 

（2）加工事業……紙加工品 

（3）環境事業……土木・造園事業、山林事業、燃料販売事業、電力販売事業他 

 〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う単位となっているものであります。

  当社グループは、主に紙の生産・加工・販売に関する事業を行っており、取り扱う紙製品の種類ごとに包括的

な事業戦略を立案出来るように、事業部制を採用し、委譲された権限の下、事業活動を展開しております。 

  したがって、当社は、当該事業部を基礎とした製品の種類別の事業セグメントから構成されており、「産業素

材事業」、「特殊素材事業」、「生活商品事業」の３つを報告セグメントとしております。 

  「産業素材事業」は、主に段ボール・包装用紙などの原紙生産・加工・販売等を行っており、「特殊素材事

業」は、特殊印刷用紙・特殊機能紙などの生産・加工・販売等を行っており、「生活商品事業」は、ペーパータ

オル・トイレットペーパーなどの生産・加工・販売等を行っております。   

２．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 

 当第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） 

（単位：百万円）

（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、土木・造園工事及びサーマル

リサイクル燃料の製造・販売等を含んでおります。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
製紙事業 
（百万円） 

加工事業
（百万円） 

環境事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 30,564  7,076  795  38,436  －  38,436

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 3,245  469  538  4,253  (4,253)  －

計  33,809  7,546  1,333  42,689  (4,253)  38,436

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,511  151  △27  1,635  31  1,666

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注）３ 
産業素材 
事業  

特殊素材 
事業  

生活商品
事業  

計

売上高                 

外部顧客への

売上高 
20,503 11,195 7,743 39,442 853 40,296 － 40,296 

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

1,069 24 461 1,555 3,511 5,067 △5,067 － 

計 21,573 11,219 8,204 40,997 4,365 45,363 △5,067 40,296 

セグメント利益

又は損失（△） 
678 1,251 505 2,435 4 2,440 △40 2,400 
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２.セグメント利益の調整内容は以下の通りです。
（百万円） 

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。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「特殊素材事業」及び「生活商品事業」セグメントにおいて、設備停止の意思決定に伴い、収益性が低下し投

資額の回収が困難と見込まれるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失へ計上しております。 

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結会計期間においては257百万円となり、その内訳は「特殊

素材事業」セグメントの事業資産の減損損失については、129百万円（建物及び構築物５百万円、機械装置及び

運搬具123百万円）、「生活商品事業」セグメントの事業資産の減損損失については、127百万円（機械装置及び

運搬具126百円、有形固定資産「その他」０百万円）であります。  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

該当事項はありません。  

  

  

  当第２四半期連結累計期間

のれんの償却額 △74 

セグメント間取引消去 34 

合計 △40 

（６）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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