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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月1日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 54,738 1.2 2,068 △32.6 1,869 △28.7

17年３月期 54,086 △1.7 3,067 61.1 2,623 59.0

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 1,590 80.3 23 95 20 88 7.7 2.4 3.4

17年３月期 882 16.4 13 31 12 67 4.7 3.5 4.8

（注）①持分法投資損益 18年３月期 ―　　百万円 17年３月期 ―　　百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 64,302,947株 17年３月期 62,497,205株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 84,445 21,899 25.9 337 80

17年３月期 72,355 19,243 26.6 298 65

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 64,682,321株 17年３月期 64,269,014株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 4,255 △9,074 5,031 1,148

17年３月期 6,982 △3,597 △3,357 881

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ９社 持分法適用非連結子会社数 ― 社 持分法適用関連会社数 ― 社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） １社 持分法（新規） ― 社 （除外） ― 社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 32,000 1,000 500

通　期 65,000 2,400 1,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　21円64銭

（注）１．上記記載金額は、百万円未満を切捨て表示しております。

２．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照

して下さい。
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１．企業集団等の状況
　当社グループは、当社・子会社10社・関連会社６社で構成され、紙パルプの製造・加工・販売に関連する事業を主に

行っており、更に建設事業、環境事業、輸送業、山林事業、観光事業等を行っております。当社グループの事業に係わ

る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

○紙パルプ関連事業

　当社及び子会社久保田製紙㈱が紙パルプの製造・販売を、子会社東海加工紙㈱・大一コンテナー㈱他関連会社４社

が紙の加工・販売を行っております。なお、南信パルプ㈱は、平成16年６月30日付にて会社を解散し、現在清算中で

あります。

○建設事業

　主に子会社㈱東海フォレストが工事の施工を行っております。

○その他事業

　子会社㈱東海フォレストが山林・観光事業、子会社㈱テック東海が設備保全管理業及びエンジニアリング事業、子

会社㈱リソース東海及び関連会社１社が原材料等の供給事業、子会社東海物流システム㈱他関連会社１社が輸送・保

管業、㈱レックスがサーマルリサイクル燃料の製造・販売事業等を行っております。なお、東海化学薬品㈱は、平成

17年10月１日付にて子会社大一コンテナー㈱（存続会社）と合併しております。

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
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○東海加工紙㈱ 

○大一コンテナー㈱ 
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他関連会社４社 

〔子会社〕 

○㈱リソース東海 
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○東海物流システム㈱ 
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製 品 

製 品 

原材料 

製 品 製 品 

○連結子会社 

輸送業、環境事業、保険代理等 

工事施工、山林・観光事業等 

　なお、平成18年４月17日付にて、明治製紙株式会社（紙の製造・販売）の株式を取得しております。これにより、明

治製紙株式会社は、当社の子会社となっております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは『顧客の信頼を基盤とし、技術と品質の向上に努め、会社の繁栄と従業員の幸福を図るとともに、

環境と社会への貢献を期す』の経営理念のもと、「企業基盤の安定と強化」を目標に掲げ、『ＮｅｗＰｌａｎ－２（Ｎ

Ｐ－２）中期経営計画（平成15年４月～平成18年３月）』を推進してまいりました。平成18年４月からは『ＮｅｗＰ

ｌａｎ－３（ＮＰ－３）中期経営計画（平成18年４月～平成21年３月）』を新たにスタートさせ、「特徴ある企業集

団として環境変化に耐えうる事業構造の確立」を目指し、グループ総力を挙げて、事業活動に邁進してまいります。

　また、当社は『東海パルプ環境憲章』に基づき、南アルプスに所有する井川山林等の森林資源の保全と有効活用に

努めるとともに、環境と調和した循環型社会の実現に取り組み、地域社会との共生を配慮した企業活動を続けてまい

ります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する安定配当の継続を経営の重要課題と認識するとともに、企業体質の強化と将来の事業展開に

備えるための内部留保に努めることを利益配分の基本方針としております。

　内部留保金につきましては、財務体質の強化を図りつつ、研究・開発及び設備投資等に充当するほか、新規事業の

開拓に向けて有効に活用してまいりたいと存じます。

　当期の株主配当につきましては、上記の方針に基づき、中間配当金として１株当たり３円５０銭を実施し、当期末

配当金は、１株当たり３円５０銭（中間配当と合せて年７円）を予定しております。

(3）目標とする経営指標

　平成18年４月よりスタートしたＮＰ－３中期経営計画では、激しい環境変化と企業間競争の中で、特徴ある企業集

団として成長・収益拡大を目指すため、次の経営指標を掲げてまいります。

①売上高経常利益率　　　　　　　　：　６％以上

②株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）　：　８％以上

③株主資本比率　　　　　　　　　　：　35％以上

④ＣＯ2削減目標         　　　　　：　ＣＯ2排出原単位を1990年比10％削減

(4）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループは、今後予想される国内における紙パルプ需要の伸び悩みと熾烈な企業間競争による企業淘汰に対処

するため、ＮＰ－３中期経営計画を掲げ、次の４つの項目を基本方針とし、計画達成に向けて、事業活動を推進して

まいります。

①　顧客満足度アップを目指した非価格競争力の強化

②　徹底したマーケットニーズの把握による商品開発とコストダウンによる競争力の強化

③　企業間連携による、各事業領域の拡大

④　既存事業に加え、新たな環境事業の展開

　環境保全に対する取り組みといたしましては、経営の重要課題であることを念頭におき、「循環型社会の構築」が

強く求められる今日、「循環型企業」としての使命を深く受け止め、地域社会との共生が大切であることを認識し、

今後も『東海パルプ環境憲章』のもと、環境負荷の低減や古紙・非木材繊維の活用によるリサイクル製品の開発及び

生産、異業種との連携によるエネルギー転換（廃棄物有効活用）など、積極的・継続的に取り組む所存であります。

(5）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　当期の概況

　当期におけるわが国経済は、企業収益の回復を背景とした民間設備投資の増加や、雇用・所得環境の改善を背景

に個人消費が拡大するなど、景気は回復基調で推移いたしました。

　紙パルプ業界におきましては、紙・板紙の国内出荷は、商業印刷向けの印刷情報用紙や、加工食品向けの段ボー

ル原紙を主体として、前期比微増となり、特に景気の拡大持続を受けて期後半は順調な動きとなりました。市況に

つきましては、洋紙は印刷用紙が期後半に軟化するなど横這いないし弱含みの展開となりましたが、板紙は引続き

安定的に推移いたしました。

　資材関係では、主原料である古紙価格は、中国を中心とするアジア向け輸出の拡大により、輸出との価格差が拡

大したことで国内需給が逼迫し、期末にかけて価格は上昇いたしました。また、原油価格は、期前半に史上最高値

を更新し、その後も引続き高止まりしたまま、期末には再び最高値を窺う動きとなりました。原油価格の高騰は、

重油価格の大幅な上昇、薬品などの価格上昇にも波及いたしました。この結果、紙パルプ業界では、資材関係の価

格引上げに伴う収益環境の悪化は真に厳しいものとなりました。

　このような状況の中、当社グループは、中期経営計画ＮＰ－２のもと、「企業基盤の安定と強化」に総力をあげ

た取組みを進めてまいりました。販売力・技術力・開発力などに主眼をおき、ユーザーとの関係強化とサービス向

上、省エネルギー・省資源による環境負荷の低減、事業分野別の採算管理の強化、あらゆる面でのコスト低減策を

実施し、環境の激変にも耐え得る強い収益体質の確立に向けて鋭意努力してまいりました。

　この結果、当期の連結業績は、売上高で ５４７億３８百万円と前期比１．２％と若干の増収となりました。利益

面では、高騰する原燃料などのコストアップ要因の影響を受け、経常利益は１８億６９百万円と前期比２８．７％

の大幅な減益となりました。当期純利益は環境対応型ボイラである「木質バイオマスボイラ」建設に伴う資源エネ

ルギー庁からの国庫補助金などが実現したため、１５億９０百万円と前期比８０．３％の増益となりました。

　主要事業のセグメントの状況は、以下のとおりであります。

＊紙パルプ関連事業

（産業用紙）

　板紙におきまして、当社の主力製品である段ボール原紙は、期前半の好天候による飲料メーカー向けの需要

増や、国内景気の回復に伴う堅調な実需に支えられ、販売量は前期を若干上回りましたが、白ライナーは、茶

物へのシフトなど需要構造の変化により前期比減少したため、全体としては、販売量はほぼ前期並みとなりま

した。価格については、安定的に推移いたしました。

　包装用紙の主力製品であるクラフト紙は、産業の構造的変化に伴う重袋用原紙の需要減という構造的な問題

はあるものの、好天候に支えられた米袋用原紙の需要増等により、販売量は前期に比べてほぼ横這いで推移い

たしました。価格については、安定的に推移いたしました。

（特殊紙）

　特殊紙は、引続き工業製品向けの拡販に加えて、高採算製品の開発を推進しており、販売量は前期に比べて

若干増加いたしました。

（加工品）

　加工品の主力製品であるペーパータオルは、廉価品の割合が増加し、平均価格は弱含みにて推移いたしまし

たが、病院・介護施設向けの増加や、通販業者向けが堅調に推移し、数量的には前期を上回る水準を確保する

ことができました。しかしながら、利益面におきましては、厚物ラミネート加工分野への展開のために、子会

社である東海加工紙株式会社が平成１７年７月に取得した富士工場開場にかかわる費用増により減益となりま

した。

　この結果、当セグメントにおける売上高は５１４億１９百万円（前期比０．６％増）、営業利益は１９億１

８百万円（前期比３８．４％減）と増収減益となりました。

＊建設事業

　民間設備投資状況は、若干回復しつつあるものの、公共事業投資は依然抑制が続いており、受注競争の激化、

受注価格の低下など、厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況の中、受注確保・収益確保に総力をあげて取組み、施工管理・技術力の強化、直接工事費・

間接費の削減などの対策を講じてまいりました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は１５億２８百万円（前期比９．１％増）、営業損失は３９百万円

（前期営業損失１億８０百万円）となりました。

＊その他事業

　環境事業・輸送業・山林事業・観光事業等につきましては、売上高は１７億９０百万円（前期比１４．４％

増）、営業利益は１億９１百万円（前期比３８．１％増）と増収増益となりました。 

　なお、当期より環境事業（サーマルリサイクル燃料の製造販売事業等）を行う㈱レックスが連結対象に含ま

れております。また、工業薬品事業を行っていた東海化学薬品㈱は、平成１７年１０月１日付にて紙パルプ関

連事業を行う大一コンテナー㈱（存続会社）と合併いたしました。
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②　次期の見通し

　今後の国内経済の見通しにつきましては、企業収益の回復や個人消費の増加を背景に、景気は引続き回復基調に

推移するものと思われます。しかしながら、海外経済の減速懸念や、引続き高水準で推移する原油価格の動向、国

内金利上昇や為替動向等、引続き楽観を許さない状況が続くものと予想されます。

　紙パルプ業界におきましては、このような環境のもと、景気の着実な回復を受けて、国内需要は若干の伸びが見

込まれております。また、重油及び薬品価格の高騰、古紙価格の上昇などによる採算悪化に対し、段ボール原紙価

格の修正を行いましたが、重油及び古紙価格の更なる上昇や、金利の上昇など、新たなコストアップ要因が懸念さ

れ、業界を取り巻く経営環境は引続き楽観を許さない状況にあります。

　このような状況の中、当社グループは、本年度がＮＰ－３中期経営計画の初年度にあたり、紙パルプ関連事業で

は、産業用紙の主力製品である段ボール原紙・クラフト紙の販売基盤の強化を図ってまいります。特殊紙では、商

品開発力・顧客開発力を強化し、販売量の拡大に全力を挙げて取り組んでまいります。加工品では、主力製品であ

る業務用ペーパータオルの事業基盤の拡大を図り、ラミネート加工品の販売量の増加に努めてまいります。

　生産面におきましては、品質の更なる向上を図るとともに、生産効率の向上、省エネルギー・省資源等のコスト

削減に努めます。特に、平成１7年に完成した木質バイオマスボイラや横井工場脱墨パルプ設備等の投資効果を最大

限確保してまいります。また、地球温暖化防止に対する省エネルギーの取組みとしては、新ボイラ導入による使用

エネルギーの転換など、化石燃料の使用量ならびに二酸化炭素の排出量の削減を進めてまいります。

　建設事業におきましては、公共事業の抑制、受注競争の激化など業界を取り巻く環境は一層の厳しさが続くもの

と予想されますが、営業力・技術力の強化により受注の確保と品質向上、あらゆる原価の削減を図り、収益改善に

努めてまいります。

　環境事業につきましては、木質バイオマスボイラ稼動に伴う売電事業、南アルプス井川山林の活性化など、新た

な環境事業の展開を図ってまいります。

　なお、企業間連携の一環として、平成１８年４月に静岡県富士市の明治製紙㈱を新たなグループ会社とし、今後、

家庭紙（トイレットペーパー）・段ボール中芯原紙・印刷用紙における事業基盤の改善と既存事業とのシナジー効

果の発揮に取り組んでまいります。

　平成19年３月期の通期連結業績見通しにつきましては、下記のとおり見込んでおります。

    （参考；当期実績）

【連結】 売上高 65,000百万円 （　54,738百万円）

経常利益 2,400 〃 （　 1,869　〃　）

当期純利益 1,400 〃 （　 1,590　〃　）

【単独】 売上高 46,000百万円 （　43,678百万円）

経常利益 2,000 〃 （　 1,571　〃　）

当期純利益 1,200 〃 （　 1,219　〃　）
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(2）財政状態

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、有形固定資産の取得等の投資活動への支出が90億74

百万円と多かったことに伴い、営業活動により得られた資金と短期借入金により充当した結果、当期末資金残高は11

億48百万円と前期比266百万円増加となりました。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は42億55百万円（前期比27億26百万円減）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益31億99百万円の計上があったものの、売上債権12億11百万円の増加、法人税等の支払額13億64百万円

等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は90億74百万円（前期比54億77百万円増）となりました。これは主に、生産効率の

向上や省エネルギー・省資源等を目的とした設備投資等による有形固定資産の取得支出88億33百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果調達した資金は50億31百万円（前期同期は33億57百万円の使用）となりました。これは主に、短

期借入金46億85百万円の増加等によるものです。

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りです。

第163期 第164期 第165期 第166期

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 21.1 23.9 26.6 25.9

時価ベースの株主資本比率（％） 32.5 32.5 34.9 33.3

債務償還年数（年） 6.5 6.0 4.6 9.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.0 13.1 16.8 11.8

　（注）　株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべ

ての負債を対象にしております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を使用しております。
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(3）事業等のリスク

　当社グループが事業活動を行う上で、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなも

のがあります。

①　製品市況の変動

　当社グループは、紙パルプの製造・加工・販売を主な事業としており、これら紙パルプ関連事業の売上高の連結

売上高に占める割合は、平成18年３月期に93.9％となっております。このため、製品市況の変動があった場合には、

当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

②　原燃料価格の変動

　当社グループの主な事業である紙パルプ関連事業の原燃料である古紙、チップ、パルプ及び重油等は、国際市況

や国内需給の影響を大きく受けるため、その影響により原燃料価格が変動した場合には、当社グループの業績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③　官公庁工事の減少

　建設事業におきましては、予想を上回る公共事業の削減があった場合には、当社グループの業績及び財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。

④　取引先の信用リスク

　当社グループの取引先の経営状況が、市場の変動や業界再編成などにより財務上の問題に直面した場合には、当

社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　海外情勢の影響

　当社グループは、原燃料であるチップ、パルプ及び重油の多くを海外より調達しており、また、中国における製

紙合弁事業への投資を行っております。このため、現地の政情や治安の不安定化、法令や政策の変更、経済状況の

悪化等の事業環境に変化が生じた場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　為替の変動

　当社グループは、海外より調達する原燃料の購入に際して為替変動による影響を受けます。このため、為替予約

等によるリスクヘッジを行い為替変動の影響を軽減すべく努めておりますが、影響を全て排除することは不可能で

あります。

⑦　金利の変動

　当社グループは、設備投資に関する資金及び運転資金を、主として金融機関からの借入により調達しており、総

資産に対する有利子負債の比率が平成18年３月期に45.1％となっております。その有利子負債のうち変動金利分に

ついて、金利の上昇等があった場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　環境関連の法的規制

　当社グループは、紙パルプ及び環境事業等において環境関連の法規制の適用を受けております。このため、これ

らの規制を遵守することにより、企業活動が制限されたり、高額な費用負担や環境対策設備の設置等、コストの増

加につながることがあり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑨　災害や事故による影響

　当社グループは、製造ラインの突発的な中断による潜在的なマイナス影響を最小限にするため、定期的な予防保

全を行っております。また、災害事故等不測の事態発生に備え、影響を最小限にするための教育・訓練等を実施し

ており、特に地震対策については、当社内に緊急時の対応組織を設け、臨機応変に対応することにしております。

しかし、これらの影響を完全に防止または軽減できる保証はありません。また、当社グループの工場及び施設の多

くは静岡県にあり、大規模な地震やその他の操業を中断する事象が発生した場合には、当社グループの業績及び財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   907   1,162  254

２　受取手形及び売掛金 ※１  11,644   12,915  1,271

３　たな卸資産   5,386   5,315  △71

４　繰延税金資産   825   763  △62

５　その他   284   1,726  1,442

貸倒引当金   △35   △33  1

流動資産合計   19,013 26.3  21,850 25.9 2,837

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※１        

(1）建物及び構築物  21,417   22,326    

減価償却累計額  13,299 8,118  13,383 8,943  825

(2）機械装置及び運搬具  96,889   103,010    

減価償却累計額  70,476 26,412  71,467 31,542  5,130

(3）土地   5,395   5,413  18

(4）建設仮勘定   2,799   2,182  △617

(5）その他  3,716   3,921    

減価償却累計額  2,814 901  2,873 1,047  146

有形固定資産合計   43,626 60.3  49,130 58.1 5,503

２　無形固定資産   142 0.2  304 0.4 161

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※1,2,3  7,943   11,688  3,744

(2）長期貸付金   105   94  △10

(3）繰延税金資産   512   499  △13

(4）その他 ※２  1,109   976  △133

貸倒引当金   △98   △98  0

投資その他の資産合計   9,573 13.2  13,160 15.6 3,587

固定資産合計   53,342 73.7  62,594 74.1 9,252

資産合計   72,355 100.0  84,445 100.0 12,089
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   13,255   14,387  1,132

２　短期借入金 ※１  19,059   21,729  2,670

３　未払法人税等   1,063   452  △610

４　繰延税金負債   17   17  △0

５　賞与引当金   337   349  12

６　修繕引当金   378   432  53

７　その他   4,358   5,817  1,459

流動負債合計   38,469 53.2  43,187 51.2 4,717

Ⅱ　固定負債         

１　新株予約権付社債   3,389   3,261  △128

２　長期借入金 ※１  9,798   12,931  3,133

３　繰延税金負債   507   2,111  1,604

４　退職給付引当金   540   406  △134

５　役員退職慰労引当金   283   311  28

６　連結調整勘定   95   65  △29

固定負債合計   14,613 20.2  19,087 22.6 4,473

負債合計   53,083 73.4  62,274 73.8 9,191

（少数株主持分）         

少数株主持分   28 0.0  270 0.3 242

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※６  6,397 8.8  6,461 7.7 64

Ⅱ　資本剰余金   3,817 5.3  3,881 4.6 63

Ⅲ　利益剰余金   8,361 11.6  9,403 11.1 1,041

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   851 1.2  2,311 2.7 1,460

Ⅴ　自己株式 ※７  △184 △0.3  △158 △0.2 25

資本合計   19,243 26.6  21,899 25.9 2,655

負債、少数株主持分及び資本合計   72,355 100.0  84,445 100.0 12,089
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   54,086 100.0  54,738 100.0 652

Ⅱ　売上原価 ※２  41,330 76.4  42,631 77.9 1,300

売上総利益   12,755 23.6  12,107 22.1 △648

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１,２  9,688 17.9  10,038 18.3 349

営業利益   3,067 5.7  2,068 3.8 △998

Ⅳ　営業外収益         

１　受取配当金  76   88    

２　賃貸料  29   21    

３　損害保険金  －   91    

４　その他  166 271 0.4 197 399 0.7 127

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  421   366    

２　その他  294 715 1.3 232 599 1.1 △116

経常利益   2,623 4.8  1,869 3.4 △754

Ⅵ　特別利益         

１　貸倒引当金戻入額  8   4    

２　固定資産売却益 ※３ 226   682    

３　国庫補助金等受入益  88   1,041    

４　投資有価証券売却益  24 348 0.7 56 1,785 3.2 1,436

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※４ 29   29    

２　固定資産除却損 ※５ 869   352    

３　減損損失 ※６ －   63    

４　ゴルフ会員権評価損  5   －    

５　役員退職慰労金  41   9    

６　役員退職慰労引当金繰入額  241   －    

７　関係会社清算に伴う特別退職金  180 1,366 2.5 － 455 0.8 △911

税金等調整前当期純利益   1,605 3.0  3,199 5.8 1,593

法人税、住民税及び事業税  1,267   701    

法人税等調整額  △176 1,090 2.0 673 1,374 2.5 283

少数株主利益又は少数株主損失   △367 △0.6  234 0.4 601

当期純利益   882 1.6  1,590 2.9 708
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   3,514  3,817

Ⅱ　資本剰余金増加高      

新株予約権の行使による増加  305 305 64 64

Ⅲ　資本剰余金減少高      

自己株式処分差損  2 2 0 0

Ⅳ　資本剰余金期末残高   3,817  3,881

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   7,898  8,361

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　当期純利益  882  1,590  

２　連結子会社合併に伴う増加  0 882 － 1,590

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  378  486  

２　役員賞与  40  50  

３　新規連結子会社の増加に伴う減少  － 418 12 548

Ⅳ　利益剰余金期末残高   8,361  9,403
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    
１　税金等調整前当期純利益  1,605 3,199

２　減価償却費  4,478 4,247

３　退職給付引当金の増減額（減は△）  △196 △134

４　役員退職慰労引当金の増減額（減は△）  283 28

５　受取利息及び受取配当金  △91 △104

６　損害保険金  － △91

７　支払利息  421 366

８　有形固定資産売却益  △226 △682

９　国庫補助金等受入益  △88 △1,041

10　投資有価証券売却益  △24 △56

11　有形固定資産除却損  869 352

12　減損損失  － 63

13　ゴルフ会員権評価損  5 －

14　売上債権の増減額（増は△）  1,753 △1,211

15　たな卸資産の増減額（増は△）  △156 71

16　仕入債務の増減額（減は△）  △847 1,132

17　役員賞与の支払額  △40 △50

18　その他  227 △304

小計  7,971 5,784

19　利息及び配当金の受取額  91 104

20　利息の支払額  △416 △360

21　法人税等の支払額  △664 △1,364

22　損害保険金の受取額  － 91

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,982 4,255

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    
１　定期預金の預け入れによる支出  △6 △6

２　定期預金の払い戻しによる収入  51 18

３　有形固定資産の取得による支出  △3,611 △8,833

４　有形固定資産の売却による収入  307 1,072

５　有形固定資産の除却による支出  △224 △82

６　国庫補助金等の受入による収入  － 41

７　投資有価証券の取得による支出  △112 △1,377

８　投資有価証券の売却による収入  38 94

９　貸付金の回収による収入  10 9

10　連結子会社株式追加取得による支出  △41 －

11　その他  △7 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,597 △9,074

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    
１　短期借入金の増減額（減は△）  △1,112 4,685

２　貸付有価証券担保金の増減額（減は△）  400 －

３　長期借入れによる収入  54 8,200

４　長期借入金の返済による支出  △6,343 △7,397

５　新株予約権付社債の発行による収入  4,000 －

６　新株予約権付社債の発行による支出  △26 －

７　自己株式の売却による収入  55 99

８　自己株式の取得による支出  △2 △67

９　配当金の支払額  △378 △486

10　少数株主への配当金の支払額  △3 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,357 5,031

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  26 211

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  840 881

Ⅵ　合併に伴う現金及び現金同等物の増加高  14 －

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高  － 55

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高  881 1,148
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　　　　　９社

主要な連結子会社名は、「第１　企業の概況、４関
係会社の状況」に記載しているため記載を省略して
おります。

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　　　　　９社

主要な連結子会社名は、「第１　企業の概況、４関
係会社の状況」に記載しているため記載を省略して
おります。なお、㈱レックスについては、重要性が
増加したことから、当連結会計年度から連結子会社
に含めることと致しました。また、東海化学薬品㈱
は、平成17年10月１日付にて連結子会社の大一コン
テナー㈱（存続会社）と合併しております。

(2）非連結子会社の数　　　　　　２社

非連結子会社（㈱レックス、久保田製紙㈱）は、い

ずれも小規模であり、その総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲から除いており

ます。

(2）非連結子会社の数　　　　　　１社

非連結子会社（久保田製紙㈱）は、小規模であり、

その総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除いております。

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社の数　　－社

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社の数　　－社

(2）持分法を適用していない非連結子会社２社及び関連

会社６社（大河原運送㈱、㈱タカオカ、㈱ダイヤ、

㈱アテネ・ペーパーサプライ、㈱静岡ドキュメント

セキュリティ、㈲渡辺紙工）は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため持分法の適用から

除外しております。関連会社南信産業㈱は、平成16

年12月17日に清算結了致しました。

(2）持分法を適用していない非連結子会社１社及び関連

会社６社（大河原運送㈱、㈱タカオカ、㈱ダイヤ、

㈱アテネ・ペーパーサプライ、㈱静岡ドキュメント

セキュリティ、㈲渡辺紙工）は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため持分法の適用から

除外しております。

３　連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致してお
ります。

３　連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致してお
ります。

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
・時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時

価法

（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
・時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時

価法

（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定）
・時価のないもの…移動平均法による原価法 ・時価のないもの…移動平均法による原価法

②デリバティブ…時価法 ②デリバティブ…時価法
③たな卸資産
主として移動平均法による原価法

③たな卸資産
主として移動平均法による原価法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

主として機械装置は定額法、その他資産は定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）は定額法によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

主として機械装置は定額法、その他資産は定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）は定額法によっております。

②無形固定資産
定額法
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

②無形固定資産
定額法
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

③長期前払費用
定額法

③長期前払費用
定額法
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な繰延資産の処理方法

①社債発行費

支払時全額費用処理

なお、社債発行費26百万円は連結損益計算書上、営
業外費用の「その他」に含めて表示しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。

②賞与引当金

連結子会社は、従業員賞与の支給に備えるため、支
給見込額を計上しております。

②賞与引当金

連結子会社は、従業員賞与の支給に備えるため、支
給見込額を計上しております。

③修繕引当金

当社は期間費用適正化のため、将来の修繕費を見込
んで期間配分額を計上しております。

③修繕引当金

当社は期間費用適正化のため、将来の修繕費を見込
んで期間配分額を計上しております。

④退職給付引当金

従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、当連
結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。なお、会計基準
変更時差異4,172百万円については、主として10年
による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）で発生
時の翌連結会計年度から定額法により費用処理して
おります。
過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）で定額法に
より費用処理しております。

④退職給付引当金

従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、当連
結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。なお、会計基準
変更時差異4,172百万円については、主として10年
による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）で発生
時の翌連結会計年度から定額法により費用処理して
おります。
過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）で定額法に
より費用処理しております。

⑤役員退職慰労引当金

当社は取締役及び監査役に対する退職慰労金の支払
に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支
給額を計上しております。

⑤役員退職慰労引当金

当社は取締役及び監査役に対する退職慰労金の支払
に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支
給額を計上しております。

（会計方針の変更）

当社は、役員退職慰労金について、従来、支出時の
費用として処理しておりましたが、当連結会計年度
より、内規に基づく期末要支給額を「役員退職慰労
引当金」として計上する方法に変更いたしました。
この変更は、近年役員退職慰労金の引当計上が会計
慣行として定着しつつあることを踏まえ、役員の在
任期間に適正に費用配分することにより、期間損益
の適正化と財務内容の健全化を図るために行ったも
のであります。
この変更に伴い、当連結会計年度に係る発生額42百
万円は「販売費及び一般管理費」、過年度相当額241
百万円は「特別損失」に計上しております。
この結果、従来の方法によった場合と比較して、営
業利益及び経常利益は42百万円、税金等調整前当期
純利益は283百万円それぞれ減少しております。な
お、セグメント情報に与える影響については、当該
箇所に記載しております。

 

 

(5）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。

(4）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債
務等については振当処理に、特例処理の要件を満た
している金利スワップについては特例処理によって
おります。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債
務等については振当処理に、特例処理の要件を満た
している金利スワップについては特例処理によって
おります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ａヘッジ手段

為替予約取引及び通貨オプション取引

ヘッジ対象

１年以内に購入が予定されている外貨建輸入取引
及び外貨建金銭債務

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ａヘッジ手段

為替予約取引及び通貨オプション取引

ヘッジ対象

１年以内に購入が予定されている外貨建輸入取引
及び外貨建金銭債務

ｂヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

ｂヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

③ヘッジ方針

当社の内規に基づき、外貨建債権債務等に係る為替
相場変動リスク及び借入金の金利変動リスクを一定
の範囲内でヘッジしております。

③ヘッジ方針

当社の内規に基づき、外貨建債権債務等に係る為替
相場変動リスク及び借入金の金利変動リスクを一定
の範囲内でヘッジしております。

④ヘッジの有効性評価の方法

当社の内規に基づき、ヘッジ手段とヘッジ対象の為
替変動による相関関係によって有効性を評価し、有
効性の検証を実施しております。ただし、特例処理
によっている金利スワップについては、有効性の評
価を省略しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

当社の内規に基づき、ヘッジ手段とヘッジ対象の為
替変動による相関関係によって有効性を評価し、有
効性の検証を実施しております。ただし、特例処理
によっている金利スワップについては、有効性の評
価を省略しております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①売上計上基準

出荷基準及び工事完成基準によっておりますが、工
期１年超で請負金額が50百万円超の工事については
工事進行基準を採用しております。当連結会計年度
における工事進行基準による完成工事高は、ありま
せん。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①売上計上基準

出荷基準及び工事完成基準によっておりますが、工
期１年超で請負金額50百万円超の工事については工
事進行基準を採用しております。当連結会計年度に
おける工事進行基準による完成工事高は、ありませ
ん。

②消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。

②消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時
価評価法を採用しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時
価評価法を採用しております。

６　連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については、５年間で均等償却し
ております。

６　連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については、５年間で均等償却し
ております。

７　利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、
連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し
ております。

７　利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、
連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し
ております。

８　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及
び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内
に償還期限の到来する短期投資からなっております。

８　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及
び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内
に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度から、「固定資産の減損に係る会計基準」
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定
資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）
を適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。

―――――

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表）

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律
第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１
日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指
針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付
で改正されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業有
限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第
２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有価
証券として表示することに変更しております。前連結会計
年度に投資その他の資産の「その他」に含めておりました
当該出資額は80百万円であり、当連結会計年度に「投資有
価証券」に含めて表示した当該出資額は80百万円でありま
す。

（連結貸借対照表）

――――― 

（連結損益計算書）

１　前連結会計年度において営業外収益に区分掲記してお
りました「損害保険金」は、重要性が乏しくなったた
め、当連結会計年度において「その他」に含めて表示
することに変更しております。
なお、当連結会計年度の営業外収益の「その他」に含
まれている「損害保険金」の金額は７百万円でありま
す。

（連結損益計算書）

１　前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含
めておりました「損害保険金」は、営業外収益の総額
の100分の10を越えたため、当連結会計年度において
区分掲記することに変更しております。　
なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含
めておりました「損害保険金」の金額は７百万円であ
ります。

２　前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含
めておりました「賃貸料」は、営業外収益の総額の100
分の10を越えたため、当連結会計年度において区分掲
記することに変更しております。
なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含
めておりました「賃貸料」の金額は34百万円でありま
す。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・
フローに区分掲記しておりました「損害保険金」及び
「損害保険金の受取額」は、重要性が乏しくなったた
め当連結会計年度において「その他」に含めて表示す
ることに変更しております。
なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシ・フ
ローの「その他」に含まれている「損害保険金」及び
「損害保険金の受取額」の金額は７百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に含めておりました「損害保険
金」（前連結会計年度△７百万円）及び「損害保険金
の受取額」（前連結会計年度７百万円）は、重要性が
増したため、当連結会計年度において区分掲記するこ
とに変更しております。

 

２　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に含めておりました「有形固定資
産売却益」は、重要性が増したため、当連結会計年度
において区分掲記することに変更しております。
なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に含めておりました「有形固定資
産売却益」は△２百万円であります。

 

 

３　前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に含めておりました「有形固定資
産の除却による支出」は、重要性が増したため、当連
結会計年度において区分掲記することに変更しており
ます。
なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に含めておりました「有形固定資
産の除却による支出」は△61百万円であります。

 

 

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務

対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が56百万円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が56百万円そ

れぞれ減少しております。なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記載しております。

―――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　担保資産及び担保付き債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付き債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

受取手形及び売掛金 33 (－)百万円

建物及び構築物 5,936 (5,090)  

機械装置及び運搬具 24,142(24,142)  

土地 3,892 (2,009)  

有形固定資産その他 5 (0)  

投資有価証券 286 (－)  

計 34,295(31,242)  

建物及び構築物 5,787 (4,981)百万円

機械装置及び運搬具 24,122(24,122)  

土地 3,742 (1,998)  

有形固定資産その他 4 (－)  

投資有価証券 556 (－)  

計 34,214(31,102)  

担保付き債務は次のとおりであります。 担保付き債務は次のとおりであります。

短期借入金 10,710 (9,520)百万円

長期借入金 9,443 (8,753)  

計 20,153(18,273)  

短期借入金 8,337 (7,288)百万円

長期借入金 11,397 (10,864)  

計 19,734 (18,153)  

（　）の金額（内数）は工場財団抵当資産及び当

該債務を示しております。

（　）の金額（内数）は工場財団抵当資産及び当

該債務を示しております。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券（株式） 126百万円

その他（出資金） 2

計 128

投資有価証券（株式） 96百万円

その他（出資金） 2

計 98

※３　投資有価証券には、貸付有価証券が2,409百万円含

まれております。

※３　投資有価証券には、貸付有価証券が3,224百万円含

まれております。

　４　保証債務

連結会社以外の会社等の銀行借入金に対して次のと

おり保証を行っております。

　４　保証債務

連結会社以外の会社等の銀行借入金に対して次のと

おり保証を行っております。

日伯紙パルプ資源開発㈱ 43,962百万円

久保田製紙㈱ 534

㈱レックス 315

提携住宅ローン 8

計 44,820

日伯紙パルプ資源開発㈱ 37,669百万円

久保田製紙㈱  513

提携住宅ローン  6

計 38,189

日伯紙パルプ資源開発㈱への保証は、他社負担額を

含めた連帯保証の総額で、当社保証分は530百万円

であります。

日伯紙パルプ資源開発㈱への保証は、他社負担額を

含めた連帯保証の総額で、当社保証分は397百万円

であります。

　５　受取手形割引高及び裏書譲渡高は、215百万円及び

127百万円であります。

　５　受取手形割引高及び裏書譲渡高は、165百万円及び

101百万円であります。

※６　当社の発行済株式総数は、普通株式64,833,964株で

あります。

※６　当社の発行済株式総数は、普通株式65,193,504株で

あります。

※７　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、普通株式564,950株であります。

※７　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、普通株式511,183株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目と金額は、

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目と金額は、

次のとおりであります。

製品運送諸掛 3,643百万円

販売手数料 842

販売諸掛 612

給与手当 1,320

賞与引当金繰入額 170

退職給付費用 140

役員退職慰労引当金繰入額 42

減価償却費 314

賃借料 417

製品運送諸掛 3,762百万円

販売手数料  901

販売諸掛  824

給与手当 1,299

賞与引当金繰入額  221

退職給付費用 108

役員退職慰労引当金繰入額  28

減価償却費 270

賃借料  413

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 282百万円  317百万円

※３　固定資産売却益は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益は次のとおりであります。

土地 204百万円

機械装置及び運搬具 7

その他 14

計 226

土地 680百万円

その他  2

計 682

※４　固定資産売却損は次のとおりであります。 ※４　固定資産売却損は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 24百万円

土地 4

その他 0

計 29

土地 26百万円

建物及び構築物  2

その他  0

計 29

※５　固定資産除却損は次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 521百万円

建物及び構築物 339

その他 8

計 869

機械装置及び運搬具 261百万円

建物及び構築物  69

その他  21

計 352

※６　　　　　　　 ────── ※６　減損損失は次のとおりであります。

 
場所 用途 種類

減損損失
（百万円）

島田工場（静
岡県島田市）

遊休資産
構築物及び機
械装置

63

　当社グループは、単独でキャッシュ・フローを生み
出す最小の単位である事業別（主力事業である紙パル
プ関連事業は工場単位で区分）にグループ化し、減損
会計を適用しております。また本社・福利厚生施設等
のように単独で収益を生まない資産は共用資産とし、
遊休資産については個別の資産グループとしておりま
す。
　当該遊休資産については、市場価格が帳簿価額より
著しく下落していることにより、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
失に計上しております。その内訳は、構築物16百万円、
機械装置47百万円であります。　
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 907百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期
預金

△25

現金及び現金同等物 881

現金及び預金勘定 1,162百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期
預金

△13

現金及び現金同等物 1,148

２　重要な非資金取引の内容 ２　重要な非資金取引の内容

新株予約権の行使による資本金
増加額

305百万円

新株予約権の行使による資本剰
余金増加額

305

新株予約権の行使による新株予
約権付社債減少額

611

新株予約権の行使による資本金
増加額

64百万円

新株予約権の行使による資本剰
余金増加額

 64

新株予約権の行使による新株予
約権付社債減少額

128

①　リース取引

 （単位：百万円）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

  
機械装置及
び運搬具

 その他  合計

取得価額相当額  1,089 270 1,359
減価償却累計額相
当額

 680 133 814

期末残高相当額  408 137 545

  
機械装置及
び運搬具

 その他  合計

取得価額相当額  980 326 1,307
減価償却累計額相
当額

 663 188 852

期末残高相当額  317 137 454

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高
が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法により算定しております。

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高
が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法により算定しております。

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 159
１年超 385

合計 545

１年以内 152
１年超 302

合計 454

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過
リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占
める割合が低いため、支払利子込み法により算定し
ております。

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過
リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占
める割合が低いため、支払利子込み法により算定し
ております。

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 158
減価償却費相当額 158

支払リース料 151
減価償却費相当額 151

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

１年以内 71
１年超 573

合計 644

１年以内 74
１年超 520

合計 595
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 2,996 4,545 1,549

債券 － － －

その他 － － －

小計 2,996 4,545 1,549

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 531 427 △104

債券 － － －

その他 － － －

小計 531 427 △104

合計 3,527 4,973 1,445

　（注）１　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２　下落率が30％以上50％未満のその他有価証券については、株価の動向等を基準とした内規を設けて減損処理

を行うこととしております。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

38 24 －

３　時価評価されていない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額（百万円）

関連会社株式 126

その他有価証券  

非上場株式 2,763

債券 0

その他 80

合計 2,970

　（注）　発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下し、回復見込がないと判断したものについて減損処理

を行うこととしております。
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当連結会計年度（平成18年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 4,601 8,436 3,834

債券 － － －

その他 － － －

小計 4,601 8,436 3,834

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 265 229 △36

債券 － － －

その他 － － －

小計 265 229 △36

合計 4,867 8,665 3,798

　（注）１　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２　下落率が30％以上50％未満のその他有価証券については、株価の動向等を基準とした内規を設けて減損処理

を行うこととしております。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

94 56 －

３　時価評価されていない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額（百万円）

関連会社株式 96

その他有価証券  

非上場株式 2,845

債券 0

その他 80

合計 3,022

　（注）　発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下し、回復見込がないと判断したものについて減損処理

を行うこととしております。
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

当社グループは、為替予約取引、通貨オプション取引

及び金利スワップ取引を利用しております。

(1）取引の内容

当社グループは、為替予約取引、通貨オプション取引

及び金利スワップ取引を利用しております。

(2）取引に対する取組方針

当社グループは、通貨関連のデリバティブ取引により

輸入原材料に係る外貨需要に必要な外貨を手当てし、

金利関連のデリバティブ取引により借入金元本の範囲

内で金利変動リスクの軽減を図る方針であります。

なお、投機的な取引は行わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

当社グループは、通貨関連のデリバティブ取引により

輸入原材料に係る外貨需要に必要な外貨を手当てし、

金利関連のデリバティブ取引により借入金元本の範囲

内で金利変動リスクの軽減を図る方針であります。

なお、投機的な取引は行わない方針であります。

(3）取引の利用目的

当社グループは、外貨建債権債務等に係る為替相場の

変動リスクを回避する目的で為替予約取引及び通貨オ

プション取引を行っております。

また、借入金に係る金利変動リスクを回避し、財務費

用を低減する目的で金利スワップ取引を行っておりま

す。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

当社グループは、外貨建債権債務等に係る為替相場の

変動リスクを回避する目的で為替予約取引及び通貨オ

プション取引を行っております。

また、借入金に係る金利変動リスクを回避し、財務費

用を低減する目的で金利スワップ取引を行っておりま

す。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務

等については振当処理に、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては特例処理によっておりま

す。

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務

等については振当処理に、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては特例処理によっておりま

す。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ａヘッジ手段

為替予約取引及び通貨オプション取引

ヘッジ対象

１年以内に購入が予定されている外貨建輸入取引及

び外貨建金銭債務

ヘッジ手段とヘッジ対象

ａヘッジ手段

為替予約取引及び通貨オプション取引

ヘッジ対象

１年以内に購入が予定されている外貨建輸入取引及

び外貨建金銭債務

ｂヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

ｂヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

ヘッジ方針

当社の内規に基づき、外貨建債権債務等に係る為替相

場変動リスク及び借入金の金利変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしております。

ヘッジ方針

当社の内規に基づき、外貨建債権債務等に係る為替相

場変動リスク及び借入金の金利変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしております。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ヘッジの有効性評価の方法

当社の内規に基づき、ヘッジ手段とヘッジ対象の為替

変動による相関関係によって有効性を評価し、有効性

の検証を実施しております。ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについては、有効性の評価を省略

しております。

ヘッジの有効性評価の方法

当社の内規に基づき、ヘッジ手段とヘッジ対象の為替

変動による相関関係によって有効性を評価し、有効性

の検証を実施しております。ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについては、有効性の評価を省略

しております。

(4）取引に係るリスクの内容

当社グループが利用している為替予約取引及び通貨オ

プション取引は、為替相場の変動によるリスクを有し

ております。なお、通貨オプション取引はノックアウ

トオプション等であり為替相場の変動が思惑に反して

円安にシフトした場合にオプション契約が消滅いたし

ます。

また、金利スワップ取引は金利変動によるリスクを有

しております。当社グループはデリバティブ取引をリ

スクのヘッジ目的で行っているため市場リスクはほと

んどないと判断しております。

なお、当該取引の契約先は信用度の高い国内の金融機

関を通じて行っているため、契約が履行されないこと

によるリスクは、ほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

当社グループが利用している為替予約取引及び通貨オ

プション取引は、為替相場の変動によるリスクを有し

ております。なお、通貨オプション取引はノックアウ

トオプション等であり為替相場の変動が思惑に反して

円安にシフトした場合にオプション契約が消滅いたし

ます。

また、金利スワップ取引は金利変動によるリスクを有

しております。当社グループはデリバティブ取引をリ

スクのヘッジ目的で行っているため市場リスクはほと

んどないと判断しております。

なお、当該取引の契約先は信用度の高い国内の金融機

関を通じて行っているため、契約が履行されないこと

によるリスクは、ほとんどないと判断しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

当社グループはデリバティブ取引に関する手続、権限

等を定めた当社の規程に基づきリスクの管理を行って

おります。

為替予約取引及び通貨オプション取引は、各社の財務

担当部署が実行及び管理を行っており、取引限度額は

外貨需要の枠内とし、定期的に関係部署に報告してお

ります。

また、金利スワップ取引は、各社の財務担当部署が実

行及び管理を行っており、借入金元本に対するものに

限定し、定期的に関係部署に報告しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

当社グループはデリバティブ取引に関する手続、権限

等を定めた当社の規程に基づきリスクの管理を行って

おります。

為替予約取引及び通貨オプション取引は、各社の財務

担当部署が実行及び管理を行っており、取引限度額は

外貨需要の枠内とし、定期的に関係部署に報告してお

ります。

また、金利スワップ取引は、各社の財務担当部署が実

行及び管理を行っており、借入金元本に対するものに

限定し、定期的に関係部署に報告しております。

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会

計を適用しておりますので、開示の対象から除いております。

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会

計を適用しておりますので、開示の対象から除いております。
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④　退職給付

前連結会計年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格
退職年金制度、退職一時金制度及び中小企業退職金共
済制度等を採用しております。

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格
退職年金制度、退職一時金制度及び中小企業退職金共
済制度等を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項

（平成17年３月31日）

２　退職給付債務に関する事項

（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務 △4,716百万円
(2）年金資産 2,419

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △2,296
(4）未認識過去勤務債務の未処理額 △418
(5）会計基準変更時差異の未処理額 1,954
(6）未認識数理計算上の差異 220

(7）連結貸借対照表計上額純額
(3)＋(4)＋(5)＋(6)

△540

(8）前払年金費用 －

(9）退職給付引当金(7)－(8) △540

(1）退職給付債務 △4,498百万円
(2）年金資産 2,670

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △1,828
(4）未認識過去勤務債務の未処理額 △371
(5）会計基準変更時差異の未処理額 1,545
(6）未認識数理計算上の差異 247

(7）連結貸借対照表計上額純額
(3)＋(4)＋(5)＋(6)

△406

(8）前払年金費用 －

(9）退職給付引当金(7)－(8) △406

（注）１　当社は当連結会計年度において、退職金規定を
退職時賃金と勤続年数に連動した退職金制度か
らポイント制度に変更したことにより、過去勤
務債務（債務の減少）が464百万円発生してお
ります。

（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡
便法を採用しております。

（注）２　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、
簡便法を採用しております。

 

３　退職給付費用に関する事項

（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

３　退職給付費用に関する事項

（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）勤務費用 257百万円
(2）利息費用 92
(3）期待運用収益 △31
(4）過去勤務債務の当期償却額 △46
(5）会計基準変更時差異の費用処理額 408
(6）数理計算上の差異の費用処理額 33

(7）退職給付費用
(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)

713

(1）勤務費用 223百万円
(2）利息費用 75
(3）期待運用収益 △32
(4）過去勤務債務の当期償却額 △46
(5）会計基準変更時差異の費用処理額 386
(6）数理計算上の差異の費用処理額 47

(7）退職給付費用
(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)

655

（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用
は「(1）勤務費用」に計上しております。

（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用
は「(1）勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(2）割引率 2.5％
(3）期待運用収益率 2.5％
(4）過去勤務債務の額の処理年数 10年

（発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数で定額法により費用処理しておりま
す。）

(5）数理計算上の差異の処理年数 10年
（発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数で発生時の翌連結会計年度から定額
法により費用処理しております。）

(6）会計基準変更時差異の処理年数 主として10年

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(2）割引率 　2.0％
(3）期待運用収益率 　2.0％
(4）過去勤務債務の額の処理年数 　10年

（発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数で定額法により費用処理しておりま
す。）

(5）数理計算上の差異の処理年数 　10年
（発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数で発生時の翌連結会計年度から定額
法により費用処理しております。）

(6）会計基準変更時差異の処理年数 主として10年
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

未実現利益 467百万円

未払賞与・賞与引当金 302

退職給付引当金 218

投資有価証券評価損 198

修繕引当金 150

役員退職慰労引当金 112

未払事業税 90

その他 401

繰延税金資産小計 1,942

評価性引当額 △83

繰延税金資産合計 1,858

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △547百万円

固定資産圧縮積立金 △452

その他 △44

繰延税金負債合計 △1,044

繰延税金資産の純額 814

繰延税金資産  

未実現利益 456百万円

未払賞与・賞与引当金 296

投資有価証券評価損 198

修繕引当金 171

退職給付引当金 162

役員退職慰労引当金 123

未払事業税 46

その他 397

繰延税金資産小計 1,852

評価性引当額 △263

繰延税金資産合計 1,589

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,518百万円

固定資産圧縮積立金 △854

その他 △82

繰延税金負債合計 △2,454

繰延税金資産の純額 △865

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 39.8％

（調整）  

連結子会社清算に伴う影響額 20.8

連結子会社当期損失 3.9

修正申告法人税等 2.8

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.6

住民税均等割等 0.9

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△1.2

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
67.9

　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。

－ 26 －



⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
紙パルプ関連
事業
（百万円）

建設事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 51,118 1,401 1,565 54,086 － 54,086

(2）セグメント間の内部売上高又は振
替高

12 366 13,458 13,836 (13,836) －

計 51,131 1,768 15,023 67,923 (13,836) 54,086

営業費用 48,017 1,949 14,885 64,852 (13,833) 51,019

営業利益又は営業損失（△） 3,113 △180 138 3,070 (3) 3,067

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出       

資産 70,480 1,429 2,552 74,462 (2,107) 72,355

減価償却費 4,336 17 123 4,478 － 4,478

資本的支出 3,550 2 57 3,609 － 3,609

　（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）紙パルプ関連事業……板紙、洋紙、パルプ、紙加工品
(2）建設事業………………建設土木、造園緑化
(3）その他事業……………工業薬品、山林事業、観光事業、輸送業他

３　役員退職慰労引当金の計上方法の変更
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、役員退職慰労金を内規に基づき期末
要支給額を引当計上する方法に変更しました。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用
は、紙パルプ事業で42百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

４　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「追加情報」に記載のとおり、当連結会計年度から法人事業税の付加価値割
及び資本割について販売費及び一般管理費に計上しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度
の営業費用は、紙パルプ事業で55百万円、建設事業で１百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
紙パルプ関連
事業
（百万円）

建設事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 51,419 1,528 1,790 54,738 － 54,738

(2）セグメント間の内部売上高又は振
替高

8 654 12,697 13,360 (13,360) －

計 51,428 2,183 14,487 68,099 (13,360) 54,738

営業費用 49,509 2,223 14,296 66,029 (13,359) 52,669

営業利益又は営業損失（△） 1,918 △39 191 2,069 (△0) 2,068

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出       

資産 80,996 1,790 3,430 86,217 (1,739) 84,478

減価償却費 4,071 17 159 4,247 － 4,247

減損損失 63 － － 63 － 63

資本的支出 9,674 12 672 10,360 － 10,360

　（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）紙パルプ関連事業……板紙、洋紙、パルプ、紙加工品
(2）建設事業………………建設土木、造園緑化
(3）その他事業……………環境事業、輸送業、山林事業、観光事業、工業薬品他

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）については、本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため、該当事

項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）における海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略してお

ります。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 298.65円

１株当たり当期純利益金額 13.31円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 12.67円

１株当たり純資産額 337.80円

１株当たり当期純利益金額 23.95円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 20.88円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 882 1,590

普通株主に帰属しない金額（百万円） 50 50

（うち利益処分による役員賞与金

（百万円））
(50) (50)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 832 1,540

普通株式の期中平均株式数（千株） 62,497 64,302

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 3,186 9,484

（うち新株予約権付社債） (3,186) (9,484)

（重要な後発事象）

　平成18年４月17日明治製紙株式会社の第三者割当増資の引受けにより、同社を子会社化いたしました。これは、家庭

紙・印刷用紙・中芯原紙における事業基盤の改善と既存事業とのシナジー効果の発揮を目的としたものであります。

(1) 株式を取得する会社の名称

明治製紙株式会社

(2) 事業内容

家庭紙・印刷用紙・中芯原紙の製造販売

(3) 資本金

20百万円

(4) 売上高

7,306百万円(平成17年3月期)

(5) 第三者割当増資の内容

①発行株式数：30,000株

②発行価額　：１株あたり50,000円

③増資金額　：15億円

④払込期日　：平成18年４月17日

(6) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

①異動前の所有株式数： - 株(所有割合 - %)

②取得株式数　　　　：30,000株

③取得価額　　　　　：15億円

④異動後の所有株式数：30,000株(所有割合100%) 

なお、取得前の既存株式は無償譲渡をうけ、消去しております。

(7) 支払資金の調達及び支払方法

借入金
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