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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 873,727 △13.0 53,499 83.5 44,222 83.9 16,734 127.2
21年3月期第3四半期 1,003,975 ― 29,154 ― 24,041 ― 7,366 ―

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

22年3月期第3四半期 16.93 16.92
21年3月期第3四半期 7.45 7.45

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

22年3月期第3四半期 1,675,873 445,695 25.7 436.29
21年3月期 1,707,492 429,707 24.4 421.04

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  431,240百万円 21年3月期  416,248百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 6.00 ― 4.00 10.00
22年3月期 ― 5.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 1,150,000 △9.2 63,000 91.8 50,000 73.6 20,000 ― 20.23



4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想
に関する定性的情報 をご参照ください。 

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） 22年3月期第3四半期 1,064,381,817株 21年3月期  1,064,381,817株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  75,955,886株 21年3月期  75,757,072株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期  988,484,875株 21年3月期第3四半期  988,987,280株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

（１）当第３四半期の概況

　当第３四半期（９か月）におけるわが国経済は、緩やかな回復基調といわれつつも、企業業績の低迷を背景に設備

投資の抑制や雇用環境の悪化などが依然として続いており、本格的な改善には至りませんでした。また、下期に入っ

てからは円高の進行やデフレ傾向から、景気の二番底懸念が広がるなど、先行不透明な中で推移しました。

　紙パルプ業界におきましても、広告宣伝用途をはじめとする紙需要の低迷に加え、輸入紙の増加もあり、販売数量

が前年実績を大きく割り込む状態が続きました。

　こうした状況の中、当社グループでは、需給バランスを重視した生産レベルの維持に努めるとともに、生産規模に

見合ったコスト構造への速やかな移行に取り組みました。あらゆる固定的費用を大幅に削減するため、生産体制の再

構築を実行し、さらに修繕費・人件費などの抜本的な見直しを行いました。

　以上により、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高873,727百万円（前年同期比 13.0％減収）、営業利益

53,499百万円（前年同期比 83.5％増益）、経常利益44,222百万円（前年同期比 83.9％増益）、四半期純利益16,734

百万円（前年同期比 127.2％増益）となりました。

（２）各事業セグメントの概況

○ 紙パルプ製品事業

・一般洋紙

新聞用紙の販売は、国内は広告不調等の要因により減少しました。輸出向けはほぼ横這いとなりました。

印刷用紙の国内販売は、微塗工紙・塗工紙・非塗工紙、全ての品種において雑誌などの部数・ページ数減やカタロ

グ・チラシ等の部数減等により極めて低調に推移しました。

・包装用紙

包装用紙の販売は、国内は景気低迷の影響を受けて大幅に落ち込みました。輸出向けは増加しました。

・雑種紙他

雑種紙の販売は、景気低迷による需要の減少で低調に推移しました。

衛生用紙の販売は、ティシュペーパー・トイレットロールとも減少しました。

・板紙

段ボール原紙の販売は、景気低迷による需要減退と天候不順の影響等により大幅に減少しました。

白板紙の国内販売は、景気低迷の影響を受けて減少しました。高級白板紙の国内販売も需要減退により減少しまし

た。

 

　以上のように、各品種で販売が減少しましたが、固定的費用削減をはじめとするコストダウンが進展したため、当

事業の業績は以下のとおりとなりました。

　　　連結売上高  ：       466,800百万円  (前年同期比  15.1％減収)

　　　連結営業利益：        33,754百万円  (前年同期比 206.2％増益)

○ 紙加工製品事業

・段ボール（段ボールシート・段ボールケース）

段ボールの販売は、景気低迷による需要減退と天候不順の影響等によりシート・ケースとも減少しました。

・その他加工品（紙器・感熱記録紙・粘着紙・紙おむつ他）

感熱記録紙の販売は、国内、輸出向けともに景気低迷の影響が大きく、大幅な減少となりました。

紙おむつの販売は、子供用は増加し、大人用は若干減少しました。

 

　これらにより当事業の業績は以下のとおりとなりました。

　　　連結売上高  ：       328,965百万円  (前年同期比   8.7％減収)

　　　連結営業利益：        13,064百万円  (前年同期比  23.2％増益)

○ 木材・緑化事業

　住宅着工件数の減少により木材販売が低調だったため、当事業の業績は以下のとおりとなりました。

　　　連結売上高  ：        24,181百万円  (前年同期比  17.9％減収)

　　　連結営業利益：         　185百万円  (前年同期比  87.7％減益)
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○ その他の事業

　景気低迷の影響を受け、コーンスターチ、機械等の事業は低迷しましたが、不動産事業において大型物件の売却が

あったため、当事業の業績は以下のとおりとなりました。

   連結売上高  ：        53,779百万円  (前年同期比  16.9％減収)

   連結営業利益：         6,495百万円  (前年同期比   7.9％増益)

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末の総資産は1,675,873百万円となり、前連結会計年度末に比べ31,619百万円減少しました。流動資

産は、現金及び預金の減少などにより25,970百万円減少し、固定資産は、機械装置の減少などにより5,648百万円減

少しました。負債は1,230,177百万円となり、前連結会計年度末に比べ47,607百万円減少しました。

　また、純資産は445,695百万円となり、15,988百万円増加しました。主な増加項目は為替換算調整勘定（海外連結

子会社等の純資産の為替換算に係わるもの）4,134百万円、利益剰余金8,084百万円、その他有価証券評価差額金2,353

百万円です。

　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の24.4％から25.7％に上昇しました。

（キャッシュ・フローの状況）

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、114,973百万円の収入となりました。主な増加項目は、減価償却費

63,978百万円、仕入債務の増加19,155百万円であり、主な減少項目は、売上債権の増加24,918百万円、法人税等の支

払額10,560百万円です。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、72,777百万円の支出となりました。主な要因は、有形及び無形固定資

産の取得による支出77,592百万円によるものです。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、83,633百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の減少

96,457百万円によるものです。

　これらにより、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ41,162百万円減少し、

49,781百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の見通しにつきましては、第３四半期までの進捗および最近の経済状況等を踏まえて、平成21年11月４日公表

の業績予想から変更しておりません。

　当社グループでは、昨今の洋紙需要の急激な減少による設備稼働率の低下に対応するため、生産体制再構築と、そ

れによる固定的費用の削減を検討してまいりましたが、今般、本日公表の「印刷用紙事業　生産体制再構築につい

て」に記載のとおり、すでに昨年実施した富士工場および釧路工場における設備停止に加え、さらに富岡工場、呉工

場および春日井工場における設備停止を決定いたしました。

　これに伴い、当期において構造改善費用を特別損失として計上する予定であり、その影響額については現在算定を

進めておりますが、業績予想策定時において、当期中に一定規模の生産体制の見直しを実施する必要性があると判断

し、業績予想には概算の構造改善費用をすでに織り込んでいるため、今般の設備停止に伴う業績予想の修正は行って

おりません。
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４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）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

① 簡便な会計処理

1）固定資産の減価償却費の算定方法

一部の連結子会社では、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算を策定してい

るため、固定資産の減価償却費の算定にあたり、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法に

よっています。

2）税金費用

法人税等については、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法により算出しています。

一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動がないと認められるため、繰延税金資産の回収可

能性の判断にあたり、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用

しています。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　 該当事項はありません。

（３）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

　・会計処理基準に関する事項の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12

月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３

四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工

事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しています。

　これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,530 91,781

受取手形及び売掛金 299,147 271,404

有価証券 1 1

商品及び製品 76,229 85,944

仕掛品 17,492 16,983

原材料及び貯蔵品 42,824 51,778

その他 38,774 32,782

貸倒引当金 △1,960 △1,665

流動資産合計 523,039 549,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 200,801 203,148

機械装置及び運搬具（純額） 357,632 391,464

土地 229,712 230,462

その他（純額） 126,647 86,872

有形固定資産合計 914,793 911,946

無形固定資産   

のれん 7,809 9,275

その他 10,623 11,397

無形固定資産合計 18,433 20,672

投資その他の資産   

投資有価証券 170,791 170,211

その他 55,287 60,048

貸倒引当金 △6,473 △4,396

投資その他の資産合計 219,606 225,863

固定資産合計 1,152,833 1,158,482

資産合計 1,675,873 1,707,492



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 201,320 178,708

短期借入金 206,261 335,614

コマーシャル・ペーパー 33,000 54,000

1年内償還予定の社債 40,000 －

未払法人税等 7,866 7,858

引当金 3,026 1,345

その他 73,601 72,903

流動負債合計 565,076 650,429

固定負債   

社債 60,000 100,000

長期借入金 517,301 440,228

引当金   

退職給付引当金 47,369 47,824

役員退職慰労引当金 1,613 1,830

環境対策引当金 1,713 1,749

特別修繕引当金 117 104

引当金計 50,814 51,509

その他 36,984 35,617

固定負債合計 665,101 627,355

負債合計 1,230,177 1,277,785

純資産の部   

株主資本   

資本金 103,880 103,880

資本剰余金 113,027 113,031

利益剰余金 269,176 261,092

自己株式 △42,972 △42,914

株主資本合計 443,112 435,090

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,951 6,597

繰延ヘッジ損益 119 △557

土地再評価差額金 3,590 3,787

為替換算調整勘定 △24,534 △28,669

評価・換算差額等合計 △11,872 △18,841

新株予約権 226 188

少数株主持分 14,229 13,270

純資産合計 445,695 429,707

負債純資産合計 1,675,873 1,707,492



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,003,975 873,727

売上原価 803,362 666,724

売上総利益 200,612 207,003

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 93,394 83,604

その他 78,064 69,899

販売費及び一般管理費合計 171,458 153,504

営業利益 29,154 53,499

営業外収益   

受取利息 1,982 903

受取配当金 3,364 2,203

持分法による投資利益 4,819 －

為替差益 － 1,658

その他 2,944 2,785

営業外収益合計 13,111 7,550

営業外費用   

支払利息 8,034 9,474

持分法による投資損失 － 3,861

為替差損 6,574 －

その他 3,615 3,490

営業外費用合計 18,224 16,826

経常利益 24,041 44,222

特別利益   

固定資産売却益 771 572

投資有価証券売却益 624 76

その他 148 32

特別利益合計 1,544 680

特別損失   

事業構造改善費用 549 3,307

固定資産除却損 2,983 2,802

特別退職金 2,162 2,405

貸倒引当金繰入額 2,875 1,439

投資有価証券評価損 1,211 1,264

たな卸資産評価損 1,172 －

訴訟関連損失 602 －

その他 318 1,672

特別損失合計 11,876 12,890

税金等調整前四半期純利益 13,708 32,012

法人税、住民税及び事業税 8,336 11,324

法人税等調整額 △1,962 3,553

法人税等合計 6,374 14,878

少数株主利益又は少数株主損失（△） △31 399

四半期純利益 7,366 16,734



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 13,708 32,012

減価償却費 65,677 63,978

減損損失 254 393

のれん償却額 1,277 1,017

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,373 2,301

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,152 △740

受取利息及び受取配当金 △5,346 △3,106

支払利息 8,034 9,474

為替差損益（△は益） 6,418 △853

持分法による投資損益（△は益） △4,819 3,861

投資有価証券売却損益（△は益） △624 △76

投資有価証券評価損益（△は益） 1,211 1,264

固定資産除却損 2,983 2,802

固定資産売却損益（△は益） △771 653

事業構造改善費用 549 3,307

売上債権の増減額（△は増加） △30,152 △24,918

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,903 18,300

仕入債務の増減額（△は減少） 29,617 19,155

その他 △3,190 2,317

小計 70,144 131,146

利息及び配当金の受取額 5,776 3,373

利息の支払額 △8,115 △8,985

法人税等の支払額 △12,671 △10,560

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,133 114,973

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △98,773 △77,592

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,305 5,000

投資有価証券の取得による支出 △2,891 △2,897

投資有価証券の売却による収入 3,932 1,195

貸付けによる支出 △3,834 △3,542

貸付金の回収による収入 4,751 3,141

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 1,075

その他 8,403 842

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,106 △72,777



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） 24,167 △96,457

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △32,000 △21,000

長期借入れによる収入 136,544 84,065

長期借入金の返済による支出 △64,722 △40,960

自己株式の取得による支出 △319 △76

配当金の支払額 △11,886 △8,909

その他 19 △295

財務活動によるキャッシュ・フロー 51,804 △83,633

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,965 176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,866 △41,261

現金及び現金同等物の期首残高 71,348 90,943

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 3

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 487 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △633 －

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 94

現金及び現金同等物の四半期末残高 88,069 49,781



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）　　　　　　　　（単位：百万円）　

紙パルプ
製品事業

紙加工
製品事業

木材・緑化
事業

その他
の事業

計
消去又は
全社

連結

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 549,691 360,133 29,437 64,712 1,003,975 ― 1,003,975

(2)セグメント間の内部

   売上高又は振替高
64,064 4,680 26,182 93,689 188,616 (188,616) ―

          計 613,755 364,814 55,619 158,402 1,192,592 (188,616) 1,003,975

営業費用 604,687 354,214 54,079 152,327 1,165,308 (190,486) 974,821

営業利益 9,068 10,599 1,540 6,074 27,283 1,870 29,154

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）　　　　　　　　（単位：百万円）　

紙パルプ
製品事業

紙加工
製品事業

木材・緑化
事業

その他
の事業

計
消去又は
全社

連結

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 466,800 328,965 24,181 53,779 873,727 ― 873,727

(2)セグメント間の内部

   売上高又は振替高
59,056 4,620 20,827 68,370 152,874 (152,874) ―

          計 525,856 333,586 45,008 122,149 1,026,601 (152,874) 873,727

営業費用 491,853 320,327 44,854 115,807 972,842 (152,614) 820,228

営業利益 34,003 13,258 154 6,342 53,758 (259) 53,499

　(注)　１．事業の種類は、製品の種類・性質及び製造方法の相違等を勘案して区分しています。

　      ２．各事業の主な製品

　　　　　　紙パルプ製品事業・・・新聞用紙、印刷・情報用紙、包装用紙、衛生用紙、雑種紙、段ボール原紙、
　　　　　　　　　　　　　　　　　白板紙、パルプ他
　　　　　　紙加工製品事業・・・・段ボール、紙器、感熱記録紙、粘着紙、紙おむつ、紙袋製品他

　　　　　　木材・緑化事業・・・・木材、造林、緑化

　　　　　　その他の事業・・・・・不動産、コーンスターチ、機械、その他

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）　

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しています。

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）　

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しています。

　

〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）　

本邦以外の国又は地域における売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しています。

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）　

本邦以外の国又は地域における売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しています。

（６）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。

－ 1 －
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