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（百万円未満切捨表示）
１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）
　（１）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

19年９月中間期
18年９月中間期
19年３月期　　

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

円 銭 円 銭 
19年９月中間期 41 － 
18年９月中間期 63 － 
19年３月期　　 70 － 
（参考）持分法投資損益  19年９月中間期   －百万円  18年９月中間期   －百万円  19年３月期   －百万円

　（２）連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

19年９月中間期
18年９月中間期
19年３月期　　
（参考）自己資本  19年９月中間期 25,768百万円  18年９月中間期 32,226百万円  19年３月期 27,005百万円

　（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による
キャッシュ・フロー

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

19年９月中間期
18年９月中間期
19年３月期　　

２．配当の状況
１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 

19年３月期　　 0 00 0 00 0 00 
20年３月期　　 0 00 
20年３月期(予想) 0 00 

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）
（％表示は対前期増減率）

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

％ ％ ％ ％ 円 銭 
通　　　期 0.8 － － － 11 
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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）　　　無

（２）中間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（中間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に記載されるもの）
　　　①　会計基準等の改正に伴う変更　　　有
　　　②　①以外の変更　　　　　　　　　　無
（注）詳細は、16､17ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

（３）発行済株式数（普通株式）
　　　①期末発行済株式数（自己株式を含む）
        19年９月中間期  85,708,507株 　18年９月中間期  85,708,507株   19年３月期  85,708,507株
　　　②期末自己株式数
        19年９月中間期   8,406,103株   18年９月中間期   8,379,513株   19年３月期   8,390,589株
（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当た
　　　り情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要
１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）
（１）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

19年９月中間期
18年９月中間期
19年３月期　　

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭 
19年９月中間期 88 
18年９月中間期 12 
19年３月期　　 48 
　（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

19年９月中間期
18年９月中間期
19年３月期　　
（参考）自己資本  19年９月中間期 22,202百万円  18年９月中間期 28,204百万円  19年３月期 23,191百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）
（％表示は対前期増減率）

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

％ ％ ％ ％ 円 銭 

通　　　期 4.4 － － － 99 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　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ます。
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結果となる可能性があります。
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１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
　当中間連結会計期間の日本経済は、好調な企業収益の継続や労働需給の引き締まりなど
により、景気は緩やかな回復基調で推移しました。
　紙パルプ業界におきましては、景気回復を背景に洋紙国内出荷は概ね堅調に推移しまし
たが、木材チップをはじめとする原燃料価格の高騰により、損益面では厳しい状況が続き
ました。

　このような環境のもとで、当社グループは収益改善を図るべく販売価格の修正を実施す
るとともに、中期経営計画に基づいた諸コスト削減を概ね計画通り進めましたが、原燃料
価格の高騰を吸収するまでには至らず赤字継続となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

（紙関連事業）
　販売数量の増加に加え、販売価格の修正により、紙関連事業の売上高は22,117百万円と
前年同期比4.2％の増収となりました。コスト面では人件費､物流費などは減少しましたが、
原燃料費は増加しました。

（その他事業）
　木材関連事業につきましては、木材パレットの需要低迷及び素材販売部門の縮小により、
売上高は大幅な減少となりました。
　サービス事業につきましては、猛暑の影響もあってゴルフ練習場の入場者が減少するな
ど低調に推移しました。
　その他事業の売上高は3,017百万円と前年同期比21.3％の減収となりました。

　この結果､グループ全体の売上高は25,135百万円と前期比0.3％の増収となりました。営
業損失は696百万円と前年同期比1,392百万円、経常損失は771百万円と前年同期比1,257百
万円それぞれ損失が減少しました。
　特別利益は遊休土地の売却などで322百万円、特別損失は林地の減損損失などで388百万
円をそれぞれ計上しました。
　この結果、税金等調整前中間純損失は837百万円、中間純損失は495百万円となりました。

　通期の連結業績につきましては 、売上高50,300百万円 、営業損失500百万円 、経常損
失740百万円、当期純利益1,400百万円を見込んでおります。
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（２）財政状態に関する分析
　①キャッシュ・フローの状況に関する分析
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動の結果、支出した現金及び現金同等物（以下「資金」という｡）は1,259百万円
であり、前期と比べ、72百万円の資金支出減少となりました。主な内訳は支出要因として
前連結会計年度末に実施した希望退職者等への退職金の支払い2,822百万円､税金等調整前
中間純損失837百万円、収入要因として減価償却費1,161百万円､売上債権の減少662百万円、
たな卸資産の減少621百万円によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　投資活動の結果支出した資金は607百万円であり、前期と比べ、569百万円の資金支出減
少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,289百万円､固定資産の売却に
よる収入268百万円及び土地等譲渡契約に伴う手付金の入金400百万円によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　財務活動の結果得られた資金は1,781百万円であり、前期と比べ、598百万円の収入増加
となりました。これは､長期借入金の純増加321百万円及び期末休日資金の借入等短期借入
金の純増加1,465百万円によるものです。
　この結果､当期末における資金は前期末に比べ85百万円減少し2,025百万円となり、前期
と比べ、1,240百万円資金支出が減少しました。
　次期につきましては営業活動によるキャッシュ・フローの増大を図るべく、業績の向上
に努めてまいりたいと考えております。
　②キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成18年9月中間期 平成19年9月中間期

54.2％  53.4％  43.2％  50.9％  42.0％  
28.4％  37.1％  33.5％  23.2％  22.1％  

（注）自己資本比率：自己資本／総資産
　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
　　※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
　　※株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出
　　　しております。
（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当
　当社は、企業基盤の強化を図りながら収益力を向上させ、株主各位へ利益を還元するこ
とを経営の重要施策の一つと考えており、財務内容の充実、将来の事業展開等を勘案して
収益状況に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。
　当期の配当金については収益が厳しい状況であり、企業基盤強化諸施策の推進を優先し
中間配当、期末配当ともに無配を予定しております。
　内部留保資金につきましては、今後における厳しい状況に対処すべく、企業体質を強化
し、商品開発と新たな設備投資に備えたいと考えます。

自己資本比率
時価ベースの自己資本比率

－　４　－
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（４）事業等のリスク
　当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下の
ようなものがあります。なお、将来に関する事項については、当中間連結会計期間末現在
において判断したものであります。
　①紙関連事業に関するリスク
　　1.　紙パルプ業界は、資本集約型で操業維持要請が強く、価格弾力性も小さいうえ、
　　　商品の差別化にも乏しいため、供給過剰により、市況が悪化する可能性があります｡
　　2.　当社は過当競争による市況の悪化の影響を受けにくい特殊紙の比率を高める経営
　　　方針をとっておりますが、特殊紙は、市場の盛衰が激しいため、市場の変化に十分
　　　対応できない場合には、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
　②原燃料価格変動に関するリスク
　　　当社は、主として木材チップ、パルプ、薬品、重油などの原燃料を購入して、晒ク
　　ラフトパルプ・洋紙の製造を行っております。そのため国際市況及び国内市況による
　　原燃料価格変動は、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
　③為替レートの変動に関するリスク
　　　当社は、主要原材料である木材チップ及びパルプを輸入しており、外貨建て取引を
　　行っております。為替リスクを軽減するため為替予約を行っておりますが、為替レー
　　トの変動は、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
　④退職給付債務に関するリスク
　　　当社グループの退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条
　　件や年金資産の期待運用収益率に基づいて計算されております。従って割引率の低下
　　や運用利回りの悪化は当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
　⑤災害に関するリスク
　　1.　当社では、災害による操業への悪影響を最小化するために地震対策工事等の対策
　　　を行っておりますが、それによって発生する災害による影響を保険金で補われる金
　　　額を除いて、完全に防止または軽減できる保障はありません。
　　2.　紙パルプ産業は製造工程で多量の水を必要といたします。従って、十分な量の取
　　　水ができなかったり、水質が著しく悪化した場合は、生産能力に悪影響を及ぼす可
　　　能性があります。
　⑥ユーザー情報の流出に関するリスク
　　　当社グループでは、顧客よりデータを預かり、独自のセキュリティシステムの中で
　　メディア処理し、各種デリバリーサービスを行っております。プライバシーマーク（
　　Ｐマーク）を取得するなど情報の管理には最大限の注意を払い、コンプライアンス・
　　プログラムの実施及び運用には慎重を期しておりますが、情報が外部に流出したり、
　　悪用されたりする可能性は皆無とはいえません。
　⑦設備投資に関するリスク
　　　紙パルプ産業は装置産業であり、設備投資には多額の費用が必要となります。設備
　　投資にあたっては、かかる費用を十分に回収できる利益を計上できるよう策定してお
　　りますが、設備投資の効果が十分でなかったり、効果が遅れて現れたりした場合には、
　　経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
　⑧株価の変動に関するリスク
　　　当社グループは、金融機関や販売又は仕入に係る取引会社の市場性のある株式を保
　　有しているため株式市場の価格変動リスクを負っております。
　⑨法規制または訴訟に関するリスク
　　　当社グループは、知的財産、環境規制、製造物責任等の様々な法規制に関連してお
　　り、またそれらによる訴訟等のリスクにさらされる可能性があります。

－　５　－
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２．企業集団の状況

　当企業集団は、紀州製紙株式会社（当社）及び子会社９社及び関連会社１社で構成され、紙関連事業及びその他事業

（木材関連事業・サービス事業等）を営んでおります。

　事業の系統図は次のとおりです。

顧　　客

製品 　 　製品 　 製品 　　　　製品 　サービス

　 洋紙の供給

 土地の賃貸

(注)１

投資 役務の提供  断裁加工

(注)２

海　　　外 国　　　内

紙　　　　関　　　　連　　　　事　　　　業 そ　　の　　他　　事　　業

　連結子会社

　非連結子会社

　関連会社（持分法非適用）

（注）１．浙江天耀紙業有限公司にはKN INVESTMENT Ltd.が25％の出資をしております。

　　　２．KN INVESTMENT Ltd.には80％の出資をしております。

　　　

紙､板紙及び紙製品

事務機器用紙の印刷加工・販売

紀　 　州　 　造　 　林　 　㈱

荷 役 作 業 加 工 ・ 販 売

木材チップ
の荷役作業

晒クラフトパルプ・洋紙の製造、洋紙の販売

紀 州 興 発 ㈱

の 生 産､販 売 等

浙江天耀紙業有限公司

海 外 紙 関 連

事 業 へ の 投 資

KN INVESTMENT Ltd.

構 内 作 業 等 紙製品の加工

内外紙工㈱紀 州 紙 業 ㈱

紀 南 産 業 ㈱

吹 紀 産 業 ㈱

紀州紙精選㈱

木 材 チ ッ プ の

㈱　　ビ　　ー　　エ　　フ

自 動 車 教 習 所

及 び ゴ ル フ 練

習 場 等 の 経 営

木 材 製 品 の

紀　　 　州 　　　製 　　　紙　 　　㈱
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針
　製紙業界は装置産業であり、一般的には規模の経済が業績を左右する世界であると云わ
れております。当社は業界において中規模の企業であるがために、徒に一般紙での量的拡
大によって規模の利益を図るよりも、専ら特殊紙を主体に製品の高付加価値を追求するこ
とを基本方針としております。このため品質の安定には細心の注意を払い、新製品の開発
とその用途の拡大に最大限の努力を払っております。

（２）中長期的な経営戦略
　以下の施策により収益改善を図り、中期的には売上高経常利益率４％の達成を目指す所
存であります。

１．組織見直しによる意思決定の迅速化
２．生産体制見直しと人件費他諸経費の削減

３．原燃料費の削減
４．物流合理化の促進
５．高付加価値製品である紙加工品、ＩＴ関連製品の売上増
６．研究開発のスピードアップとグループ連帯強化による新事業の展開

（３）会社の対処すべき課題
　日本経済は緩やかな回復基調にあるとはいえ、サブプライムローン問題など米国経済の
先行き懸念もあって、安定した経済成長が持続するかどうか予断を許さない状況にありま
す。
　紙パルプ業界は、原燃料問題に加え成熟化する内需のなかでの大型マシンの稼働などが
あって、収益面への影響が懸念される状況にあります。
　当社グループとしましては、中期経営計画の諸施策を着実に実行することが肝要であり、
その一環として輸入木材チップの新宮港での荷揚げを今夏より開始しました。新宮港活用
による物流コストの削減額は､年間約600百万円の見込みであります。また、秋には主力製
品の販売価格修正を実施し、収益改善にむけグループ各社全力を傾注しているところであ
ります。
　なお、バイオマスボイラへの投資資金など収益基盤強化の諸施策実施のための資金にあ
てることを目的として、約8,800坪の土地を4,000百万円で譲渡する旨の契約を本年９月に
締結しました。
　また、資源の有効活用と環境の保全に努めるとともに、企業の社会的責任を自覚した経
営を行う所存であります。
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４．中間連結財務諸表

（１）中間連結貸借対照表

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

区分 構成比(%) 構成比(%) 構成比(%)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,790 2,025 2,111 

　２　受取手形及び売掛金 12,360 11,870 12,533 

　３　たな卸資産 8,705 8,420 9,040 

　４　繰延税金資産 645 911 1,209 

　５　その他 313 309 241 

　６　貸倒引当金 △ 11 △ 5 △ 9 

　　　流動資産合計 23,802 37.6 23,531 38.4 25,126 40.2 

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

   (1)建物及び構築物 23,629 23,457 23,672 

　　　減価償却累計額及び
　　　減損損失累計額

   (2)機械装置及び運搬具 69,518 69,386 69,625 

　　　減価償却累計額及び
　　　減損損失累計額

   (3)工具器具備品 2,966 2,944 2,966 

　　　減価償却累計額 2,652 313 2,665 279 2,665 301 

   (4)土地 7,072 7,014 7,084 

   (5)林地 678 436 607 

   (6)建設仮勘定 409 2,424 1,058 

   (7)その他 615 436 393 

　　　有形固定資産合計 27,855 44.0 28,093 45.8 27,643 44.2 

　２　無形固定資産

   (1)ソフトウェア 196 158 170 

   (2)施設利用権その他 18 22 28 

　　　無形固定資産合計 215 0.3 180 0.3 198 0.3 

　３　投資その他の資産

   (1)投資有価証券 10,084 6,843 8,104 

   (2)繰延税金資産 951 2,307 1,132 

   (3)その他 525 519 521 

   (4)貸倒引当金 △ 140 △ 144 △ 145 

　　　投資その他の資産合計 11,421 18.1 9,526 15.5 9,612 15.3 

　　　固定資産合計 39,492 62.4 37,800 61.6 37,454 59.8 

　　　資産合計 63,294 100.0 61,331 100.0 62,580 100.0 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末

金額（百万円）

17,180 6,492 6,254 6,676 

金額（百万円）

17,203 

11,248 57,918 11,706 

金額（百万円）

57,429 12,088 58,138 

16,952 

－　８　－
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前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

区分 構成比(%) 構成比(%) 構成比(%)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 8,282 7,860 7,861 

　２　短期借入金 9,395 9,195 7,565 

　３　一年以内返済予定長期借入金 1,706 2,253 1,904 

　４　未払金 2,807 4,618 6,320 

　５　未払法人税等 49 65 31 

　６　未払消費税等 92 154 63 

　７　賞与引当金 761 555 528 

　８　役員賞与引当金 ― 1 3 

　９　その他 869 1,232 1,016 

　　　流動負債合計 23,965 37.9 25,935 42.3 25,294 40.4 

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 3,816 6,057 6,249 

　２　繰延税金負債 45 8 48 

　３　退職給付引当金 2,402 816 795 

　４　負ののれん 74 ― ― 

　５　長期未払金 ― 2,256 2,712 

　６　その他 523 237 236 

　　　固定負債合計 6,863 10.8 9,377 15.3 10,043 16.1 

　　　負債合計 30,828 48.7 35,312 57.6 35,338 56.5 

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 5,140 8.1 5,140 8.4 5,140 8.2 

　２　資本剰余金 5,201 8.2 5,201 8.5 5,201 8.3 

　３　利益剰余金 21,781 34.4 16,177 26.3 16,673 26.7 

　４　自己株式 △ 1,720 △ 2.7 △ 1,726 △ 2.8 △ 1,723 △ 2.8 

　　　株主資本合計 30,403 48.0 24,793 40.4 25,292 40.4 

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額金 1,823 2.9 930 1.5 1,711 2.7 

　２　繰延ヘッジ損益 ― ― 44 0.1 1 0.0 

　　　評価・換算差額等合計 1,823 2.9 975 1.6 1,713 2.7 

Ⅲ　少数株主持分 239 0.4 250 0.4 237 0.4 

　　　純資産合計 32,465 51.3 26,019 42.4 27,242 43.5 

　　　負債純資産合計 63,294 100.0 61,331 100.0 62,580 100.0 

金額（百万円）金額（百万円）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末

金額（百万円）
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（２）中間連結損益計算書

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

区分 百分比(%) 百分比(%) 百分比(%)

Ⅰ　売上高 25,055 100.0 25,135 100.0 49,892 100.0 

Ⅱ　売上原価 22,358 89.2 21,336 84.9 43,469 87.1 

　　　売上総利益 2,697 10.8 3,798 15.1 6,422 12.9 

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,785 19.1 4,495 17.9 9,270 18.6 

　　営業損失 2,088 8.3 696 2.8 2,848 5.7 

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 2 2 4 

　２　受取配当金 79 67 134 

　３　負ののれん償却額 74 ― 148 

　４　用水施設使用料 46 45 86 

　５　雑収入 38 241 0.9 55 171 0.7 69 444 0.9 

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 85 155 193 

　２　製品原料還元損 22 ― 48 

　３　売掛債権信託手数料 ― 32 ― 

　４　雑支出 74 181 0.7 59 246 1.0 161 404 0.8 

　　経常損失 2,028 8.1 771 3.1 2,808 5.6 

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ― 191 85 

　２　投資有価証券売却益 0 88 631 

　３　過年度損益修正益 ― 42 ― 

　４　省エネルギー支援補助金受入益 ― 0 0.0 ― 322 1.3 105 822 1.7 

Ⅶ　特別損失

　１　減損損失 9 201 318 

　２　固定資産除却損 252 73 407 

　３　固定資産臨時償却費 ― 5 81 

　４　投資有価証券売却損 ― ― 179 

　５　特別退職金 ― 4 2,158 

　６　大量退職に伴う退職給付費用 ― ― 2,956 

　７　再就職支援費用 ― 98 ― 

　８　その他 ― 261 1.0 4 388 1.5 16 6,118 12.3 

　　　税金等調整前
　　　中間(当期)純損失

　　　法人税、住民税及び事業税 30 49 19 

　　　過年度法人税等 ― ― 3 

　　　法人税等調整額 △ 881 △ 850 △ 3.3 △ 404 △ 355 △ 1.4 △ 1,577 △ 1,554 △ 3.1 

　　　少数株主利益
　　 (△は少数株主損失)

　　　中間(当期)純損失 1,441 5.8 495 2.0 6,549 13.1 

837 3.3 

14 0.1 

2,289 9.1 

2 0.0 

金額（百万円）金額（百万円）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

金額（百万円）

16.2 

△ 0 △ 0.0 

8,105 

－　１０　－



紀州製紙㈱（3882）平成20年３月期中間決算短信

（３）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高（百万円） 5,140 5,201 23,464 △ 1,717 32,089 

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） △ 232 △ 232 

役員賞与（注） △ 9 △ 9 

中間純損失 △ 1,441 △ 1,441 

自己株式の取得 △ 3 △ 3 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）

平成18年9月30日残高（百万円） 5,140 5,201 21,781 △ 1,720 30,403 

評価・換算差額等

その他有価証
券評価差額金

平成18年3月31日残高（百万円） 2,878 240 35,208 

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） △ 232 

役員賞与（注） △ 9 

中間純損失 △ 1,441 

自己株式の取得 △ 3 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）

平成18年9月30日残高（百万円） 1,823 239 32,465 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。

少数株主持分 純資産合計

△ 1,682 △ 3 △ 1,686 

△ 1,055 △ 1 △ 2,742 

△ 1,055 △ 1 △ 1,056 
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日残高（百万円） 5,140 5,201 16,673 △ 1,723 25,292 

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失 △ 495 △ 495 

自己株式の取得 △ 3 △ 3 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）

平成19年9月30日残高（百万円） 5,140 5,201 16,177 △ 1,726 24,793 

評価・換算差額等
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高（百万円） 1,711 1 1,713 237 27,242 

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失 △ 495 

自己株式の取得 △ 3 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）

平成19年9月30日残高（百万円） 930 44 975 250 26,019 

△ 781 13 △ 724 

少数株主持分 純資産合計

43 △ 737 

△ 495 △ 3 △ 498 

△ 1,223 △ 781 43 △ 737 13 
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高（百万円） 5,140 5,201 23,464 △ 1,717 32,089 

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △ 232 △ 232 

役員賞与（注） △ 9 △ 9 

当期純損失 △ 6,549 △ 6,549 

自己株式の取得 △ 5 △ 5 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △ 6,791 △ 5 △ 6,796 

平成19年3月31日残高（百万円） 5,140 5,201 16,673 △ 1,723 25,292 

評価・換算差額等
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高（百万円） 2,878 ― 2,878 240 35,208 

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △ 232 

役員賞与（注） △ 9 

当期純損失 △ 6,549 

自己株式の取得 △ 5 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △ 1,166 1 △ 1,165 △ 3 △ 7,965 

平成19年3月31日残高（百万円） 1,711 1 1,713 237 27,242 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。

△ 1,166 △ 3 △ 1,169 

少数株主持分 純資産合計

1 △ 1,165 
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円） 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　税金等調整前中間(当期)純利益
　　　(△は税金等調整前中間(当期)純損失)

　２　減価償却費 1,254   1,161   2,556   

　３　減損損失 9   201   318   

　４　固定資産臨時償却費 ―   5   81   

　５　負ののれん償却額 △ 74   ―   △ 148   

　６　貸倒引当金の増加額(△は減少額) △ 2   △ 5   0   

　７　賞与引当金の増加額(△は減少額) 2   26   △ 230   

　８　役員賞与引当金の増加額(△は減少額) ―   △ 2   3   

　９　退職給付引当金の増加額(△は減少額) 1   20   △ 1,605   

　10　役員退職慰労引当金の増加額(△は減少額) △ 381   ―   △ 381   

　11　受取利息及び受取配当金 △ 81   △ 70   △ 138   

　12　支払利息 85   155   193   

　13　有形固定資産売却損益 ―   △ 188   △ 76   

　14　有形固定資産除却損 252   73   407   

　15　投資有価証券売却損益 △ 0   △ 88   △ 452   

　16　過年度損益修正益 ―   △ 42   ―   

　17　特別退職金 ―   4   ―   

　18　再就職支援費用 ―   98   ―   

　19　省エネルギー支援補助金受入益 ―   ―   △ 105   

　20　売上債権の減少額(△は増加額) △ 23   662   △ 196   

　21　たな卸資産の減少額(△は増加額) △ 367   621   △ 703   

　22　仕入債務の増加額(△は減少額) 419   30   △ 162   

　23　未払退職金の増加額(△は減少額) 78   △ 1,397   6,340   

　24　未払役員退職慰労金の増加額(△は減少額) 188   △ 66   188   

　25　未払過年度特許使用料の減少額 △ 52   ―   △ 52   

　26　未払消費税等の増加額(△は減少額) △ 64   91   △ 94   

　27　役員賞与の支払額 △ 10   ―   △ 10   

　28　その他 △ 187   △ 212   △ 39   

小　　　　　計 △ 1,244   241   △ 2,415   

　29　利息及び配当金の受取額 81   70   138   

　30　利息の支払額 △ 86   △ 157   △ 208   

　31　特別退職金の支払額 ―   △ 1,424   ―   

　32　省エネルギー支援補助金の受取額 ―   ―   105   

　33　法人税等の支払額 △ 95   △ 17   △ 100   

　34　法人税等の還付による収入 13   28   13   

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,332   △ 1,259   △ 2,467   

△ 2,289   △ 837   △ 8,105   

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書
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（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　有形固定資産の取得による支出 △ 1,171   △ 1,289   △ 2,870   

　２　有形固定資産の売却による収入 ―   268   97   

　３　無形固定資産の取得による支出 △ 13   △ 9   △ 17   

　４　投資有価証券の取得による支出 △ 1   △ 1   △ 412   

　５　投資有価証券の売却による収入 1   127   2,687   

　６　投資有価証券の償還による収入 ―   ―   0   

　７　非連結子会社株式の取得による支出 ―   △ 102   ―   

　８　土地等譲渡契約に伴う手付金受取額 ―   400   ―   

　９　その他 8   △ 0   △ 4   

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,176   △ 607   △ 519   

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入金の純増加額(△は純減少額) 2,270   1,465   440   

　２　長期借入れによる収入 ―   1,202   3,480   

　３　長期借入金の返済による支出 △ 849   △ 880   △ 1,699   

　４　自己株式の取得による支出 △ 3   △ 3   △ 5   

　５　配当金の支払額 △ 232   ―   △ 232   

　６　少数株主への配当金の支払額 △ 1   △ 1   △ 1   

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,182   1,781   1,981   

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ―   ―   ―   

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△は減少額) △ 1,325   △ 85   △ 1,005   

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,116   2,111   3,116   

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,790   2,025   2,111   

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書
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（５）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項
　(1) 連結子会社　　　　８社
　　　　　　　　　紀州造林㈱、紀州興発㈱、㈱ビーエフ、紀州紙業㈱、紀南産業㈱、紀州紙精選㈱、
　　　　　　　　　吹紀産業㈱、内外紙工㈱
　(2) 非連結子会社　　　１社
　　　　　　　　　KN INVESTMENT Ltd.
　(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
　　　　KN INVESTMENT Ltd.は、小規模会社であり、合計の総資産・売上高・中間純損益（持分に見
　　　合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を
　　　及ぼしていないためである。
２．持分法の適用に関する事項
　　　　非連結子会社（KN INVESTMENT Ltd.）及び関連会社（浙江天耀紙業有限公司）についてはそ
　　　れぞれ中間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
　　　いためこれらの会社に対する投資については持分法を適用せず原価法により評価している。
３．連結子会社の中間決算日に関する事項
　　　　連結子会社の中間決算日はすべて中間連結決算日と一致している。
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
　　　　　中間決算末日の市場価格等に基づく時価法
　　　　　評価差額は、全部純資産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
　　② たな卸資産
　　　　主として総平均法による原価法
　　③ デリバティブ取引
　　　　原則として時価法
　(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
　　　　主として定率法によっているが、一部の連結子会社では定額法を採用している。
　　　　取得原価では、減価償却資産の約4.1％が定額法により償却されている。
　　　　なお、主な耐用年数は、建物及び構築物７～50年、機械装置及び運搬具３～15年である。　
　　② 無形固定資産
　　　　定額法によっている。
　　　　なお、主な耐用年数は、自社利用のソフトウェア５年である。
　　（会計方針の変更）

　　　  事業の種類別セグメントのその他事業に係る連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間
　　　連結会計期間から、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税
　　　法に基づく減価償却の方法に変更している。これによる当中間連結財務諸表に与える影響額は、
　　　軽微である。
　　　　なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載している。
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　　（追加情報）

　　　　事業の種類別セグメントのその他事業に係る連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19
　　　年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用
　　　により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度から、取得価額の５％相当額
　　　と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。
　　　　これにより、営業損失は9百万円､経常損失及び税金等調整前中間純損失は11百万円それぞれ
　　　増加している。
　　　　なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載している。
　(3) 重要な引当金の計上基準
　　① 貸倒引当金
　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、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いる。
　　② 賞与引当金
　　　　従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上している。
　　③ 役員賞与引当金
　　　　役員に対する賞与の支給に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当中
　　　間連結会計期間に見合う分を計上している。
　　④ 退職給付引当金
　　　　従業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、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上している。
　　　　なお 、会計基準変更時差異 （4,588百万円） については 、当社保有株式による退職給付信
　　　託（2,068百万円）を設定し､残額を15年による按分額で費用処理している。
　　　　過去勤務債務については、発生時に一括処理している。
　　　　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(16～18年)に
　　　よる按分額を発生の翌連結会計年度から費用処理することとしている。
　(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いる。
　(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いる。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合
　　　は振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用し
　　　ている。
　　② ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　　ヘッジ手段として先物為替予約及び金利スワップ取引を行っており、主として原材料の輸入
　　　による為替変動リスク及び資金の調達に係る金利変動リスクをヘッジ対象としている。
　　③ ヘッジ方針
　　　　主として原材料の輸入による外貨建予定取引に係る将来の為替変動リスク及び資金の調達に
　　　係る金利変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針である。
　　④ ヘッジの有効性評価の方法
　　　　為替予約取引すべてが近い将来の購入予定に基づくものであり、実行の可能性が極めて高い
　　　ため有効性の判定は省略している。金利スワップについては特例処理の要件を満たしており、
　　　有効性の評価を省略している。
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　(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
    ① 消費税等の処理方法
　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
    ② 諸準備金の取扱い
　　　　中間連結会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当連結会計年度において予定して
　　　いる固定資産圧縮積立金等の積立て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額
　　　を計算している。
５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　　　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いる。

（６）中間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

（表示方法の変更）
　(1) 中間連結損益計算書
　　①　前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において営業外費用に区分掲記していた「製品原
　　　料還元損」は､営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間から「雑
　　　支出」に含めて表示することとした。
　　　　なお、当中間連結会計期間の「製品原料還元損」は、8百万円である。
　　②　前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において営業外費用の「雑支出」に含めて表示し
　　　ていた「売掛債権信託手数料」は､営業外費用の総額の100分の10を超えることとなったため、
　　　当中間連結会計期間から区分掲記することとした。
　　　　なお、前中間連結会計期間の「売掛債権信託手数料」は、12百万円である。
　(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書
　　　　前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書の投資活動によるキャッシュ・フ
　　　ローの「その他」に含めて表示していた「土地等譲渡契約に伴う手付金受取額」は、重要性が
　　　増したため、当中間連結会計期間から区分掲記することとした。
　　　　なお、前中間連結会計期間の「土地等譲渡契約に伴う手付金受取額」は、8百万円である。
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（７）中間連結財務諸表に関する注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

１　担保資産 １　担保資産 １　担保資産

  (1) 担保提供資産   (1) 担保提供資産   (1) 担保提供資産

3,210 百万円   定期預金 10 百万円 3,148 百万円

( 3,189 ) 3,029 ( 3,127 )

　機械装置及び 5,947 ( 3,010 ) 　機械装置及び 6,140

　運搬具 ( 5,946 ) 　機械装置及び 6,025 　運搬具 ( 6,139 )

62 　運搬具 ( 6,025 ) 70

( 62 ) 64 ( 70 )

4,157 ( 64 ) 4,165

( 4,072 ) 4,228 ( 4,080 )

　投資有価証券 6,111 ( 4,112 ) 　投資有価証券 6,906

19,488 　投資有価証券 5,805 20,431

) 19,163 )

)

  (2) 担保資産に対応する債務   (2) 担保資産に対応する債務   (2) 担保資産に対応する債務

4,994 百万円 6,192 百万円 5,212 百万円

( 4,090 ) ( 5,055 ) ( 4,268 )

一年以内返済 一年以内返済 一年以内返済

予定長期借入金 予定長期借入金 予定長期借入金

を含む を含む を含む

3,771 6,034 6,215

( 1,627 ) ( 3,933 ) ( 4,063 )

200 200 200

( ― ) ( ― ) ( ― )

8,966 12,427 11,628

( 5,718 ) ( 8,989 ) ( 8,331 )

（注）上記中（内書）は、工場財団 （注）上記中（内書）は、工場財団 （注）上記中（内書）は、工場財団

　　　抵当ならびに当該債務を示し 　　　抵当ならびに当該債務を示し 　　　抵当ならびに当該債務を示し

　　　ている。 　　　ている。 　　　ている。

２　保証債務 ２　保証債務 ２　保証債務

　　連結会社以外の取引先等の金融 　　連結会社以外の取引先等の金融 　　連結会社以外の取引先等の金融

　機関借入金に対して次のとおり保 　機関借入金に対して次のとおり保 　機関借入金に対して次のとおり保

　証を行っている。 　証を行っている。 　証を行っている。

　源開発㈱(注) 　源開発㈱(注) 　源開発㈱(注)

　従業員 5 　従業員 5 　従業員 5

　計 94 　計 86 　計 91

(注)　日伯紙パルプ資源開発㈱に対 (注)　日伯紙パルプ資源開発㈱に対 (注)　日伯紙パルプ資源開発㈱に対

　　する保証債務は連帯保証債務で 　　する保証債務は連帯保証債務で 　　する保証債務は連帯保証債務で

　　あり、他社負担額を含めた保証 　　あり、他社負担額を含めた保証 　　あり、他社負担額を含めた保証

　　総額は35,506百万円である。 　　総額は32,395百万円である。 　　総額は34,550百万円である。

　日伯紙パルプ資 　日伯紙パルプ資 　日伯紙パルプ資88 百万円

短期借入金

長期借入金

固定負債その他

　計

　建物及び構築物

　工具器具備品

　土地

　計
( 13,211

　建物及び構築物

　工具器具備品

　土地

　計

　計

短期借入金

長期借入金

固定負債その他

( 13,271

固定負債その他

　計

　建物及び構築物

　工具器具備品

　土地

　計
( 13,419

短期借入金

長期借入金

86 百万円80 百万円
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前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

３　中間連結会計期間末日満期手形 ３　中間連結会計期間末日満期手形 ３　連結会計年度末日満期手形の処

　の処理 　の処理 　理

　　　中間連結会計期間末日が休日 　　　中間連結会計期間末日が休日 　　　連結会計年度末日が休日であ

　　である場合の中間連結会計期間 　　である場合の中間連結会計期間 　　る場合の連結会計年度末日満期

　　末日満期手形については、手形 　　末日満期手形については、手形 　　手形については、手形交換日に

　　交換日に入出金の処理をする方 　　交換日に入出金の処理をする方 　　入出金の処理をする方法によっ

　　法によっており、これに該当す 　　法によっており、これに該当す 　　ており、これに該当する次の金

　　る次の金額が中間連結会計期間 　　る次の金額が中間連結会計期間 　　額が当連結会計年度末残高に含

　　末残高に含まれている。 　　末残高に含まれている。 　　まれている。

　受取手形 131 百万円 　受取手形 56 百万円 　受取手形 86 百万円

　支払手形 325 　支払手形 286 　支払手形 279

（中間損益計算書関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

１　販売費及び一般管理費のうち主 １　販売費及び一般管理費のうち主 １　販売費及び一般管理費のうち主

　要な費目及び金額は次のとおりで 　要な費目及び金額は次のとおりで 　要な費目及び金額は次のとおりで

　ある。 　ある。 　ある。

　賞与引当金 　賞与引当金 　賞与引当金
　繰入額 　繰入額 　繰入額

　運賃・保管料 　役員賞与引当金 　役員賞与引当金
　及び荷造費 　繰入額 　繰入額

　給料及び賞与 610 　運賃・保管料 　運賃・保管料
　及び荷造費 　及び荷造費

　給料及び賞与 553 　給料及び賞与 1,400

２　固定資産売却益の内訳 ２　固定資産売却益の内訳

　土地 190 百万円 　土地 85 百万円

　その他 0

　計 191

188

2,592

百万円 139

――――

百万円

3

5,079

百万円

1

2,512

133
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

３　減損損失 ３　減損損失 ３　減損損失

　当中間連結会計期間において、当 　当中間連結会計期間において、当 　当連結会計年度において、当社グ

社グループは以下の資産グループに 社グループは以下の資産グループに ループは以下の資産グループについ

ついて減損損失を計上した。 ついて減損損失を計上した。 て減損損失を計上した。

場所 用途 種類 場所 用途 種類 場所 用途 種類

 三重県南牟婁郡  和歌山県新宮市  遊休  土地  三重県南牟婁郡
 紀宝町  奈良県吉野郡十  紀宝町

 津川村  林地、  和歌山県新宮市  遊休  土地

 和歌山県東牟婁  長期前  奈良県吉野郡上
 郡本宮町  払費用  北山村

 岩手県下閉伊郡  奈良県吉野郡十
 新里村  津川村

 三重県尾鷲市

 和歌山県東牟婁
 郡北山村

 和歌山県田辺市

 岩手県下閉伊郡
 川井村

(経緯) (経緯) (経緯)

　遊休資産について、将来の用途が 　造林事業用の林地については、時 　造林事業用の山林、植林、林地に

定まっていないことや、継続的な地 価が著しく下落したことにより、長 ついては、時価が著しく下落したこ

価の下落により、減損損失を認識し 期前払費用については、当初の予定 とにより、また遊休資産については、

た。 と異なる用途となったことにより、 将来の用途が定まっていないことや、

また遊休資産については、将来の用 継続的な地価の下落により、減損損

途が定まっていないことや、継続的 失を認識した。

な地価の下落により、減損損失を認

識した。

(減損損失の金額) (減損損失の金額) (減損損失の金額)

　土地 9 百万円 　土地 11 百万円 　土地 24 百万円

　林地 171 　林地 71

　長期前払費用 19 　その他 222

　計 201 　計 318

(グルーピングの方法) (グルーピングの方法) (グルーピングの方法)

　当社グループは事業の種類別セグ 同左 同左

メント（紙関連事業、木材関連事業・

サービス事業等）を基礎として資産

のグルーピングを行い、造林事業用

の山林、植林、林地と遊休資産及び

賃貸資産については、個々の資産単

位で資産のグルーピングを行った。

遊休  土地  遊休  土地

造林
事業

造林
事業

 山林、

 植林、

 林地

－　２１　－
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

（回収可能価額の算定方法等） （回収可能価額の算定方法等） （回収可能価額の算定方法等）

　なお、当該資産グループの回収可 　なお、当該資産グループの回収可 　なお、当該資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定し 能価額は正味売却価額により測定し 能価額は正味売却価額により測定し

ており、土地等については固定資産 ており、土地等については固定資産 ており、土地等については固定資産

税評価額等に合理的な調整を行うこ 税評価額等に合理的な調整を行うこ 税評価額等に合理的な調整を行うこ

とにより評価している。 とにより評価している。また、長期 とにより評価している。

前払費用については備忘価額をもっ

て評価している。

４　固定資産除却損の内訳 ４　固定資産除却損の内訳 ４　固定資産除却損の内訳

　機械装置及び 　機械装置及び 　建物及び構築物 10 百万円

　運搬具 　運搬具 　機械装置及び

　撤去費用 195 　撤去費用 44 　運搬具

　その他 13 　その他 9 　撤去費用 308

　計 252 　計 73 　その他 10

　計 407

５　特別損失のその他の内訳 ５　特別損失のその他の内訳

　固定資産売却損       2 百万円 　固定資産売却損       8 百万円

　投資有価証券評価損   2 　その他               7

　計                   4 　計                  16

　固定資産売却損の内訳 　固定資産売却損の内訳

　機械装置及び運搬具他 2 百万円 　機械装置及び運搬具   8 百万円

――――

76

43 百万円 20 百万円

－　２２　－
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

  前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

　普通株式（株）

　２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

　普通株式（株）

　　　（変動事由の概要）

　　　　増加数の主な内容は、次のとおりである。

　　　　　単元未満株式の買取りによる増加 17,367株

　３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項なし。

　４　配当に関する事項

    (1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

    (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

　　　該当事項なし。

  当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

　普通株式（株）

　２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

　普通株式（株）

　　　（変動事由の概要）

　　　　増加数の主な内容は、次のとおりである。

　　　　　単元未満株式の買取りによる増加 15,514株

　３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項なし。

　４　配当に関する事項

　　　該当事項なし。

平成18年３月31日 平成18年６月29日
 定時株主総会

 平成18年６月29日
普通株式 232百万円 3円 

当中間連結会計期間末

8,362,146 17,367 － 8,379,513 

当中間連結会計期間末

85,708,507 － － 85,708,507 

当中間連結会計期間末

当中間連結会計期間末

85,708,507 － 

8,390,589 15,514 

－ 85,708,507 

－ 8,406,103 

－　２３　－
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  前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

　普通株式（株）

　２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

　普通株式（株）

　　　（変動事由の概要）

　　　　増加数の主な内容は、次のとおりである。

　　　　　単元未満株式の買取りによる増加 28,443株

　３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項なし。

　４　配当に関する事項

    (1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

    (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　　該当事項なし。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

１　現金及び現金同等物の中間期末 １　現金及び現金同等物の中間期末 １　現金及び現金同等物の期末残高

　残高と中間連結貸借対照表に掲記 　残高と中間連結貸借対照表に掲記 　と連結貸借対照表に掲記されてい

　されている科目の金額との関係 　されている科目の金額との関係 　る科目の金額との関係

　現金及び預金 1,790 百万円 　現金及び預金 2,025 百万円 　現金及び預金 2,111 百万円

　現金及び 　現金及び 　現金及び
　現金同等物 　現金同等物 　現金同等物

平成18年６月29日
 定時株主総会

8,390,589 

 平成18年６月29日
普通株式 232百万円 3円 平成18年３月31日

1,790 2,025 2,111

85,708,507 － － 85,708,507 

8,362,146 28,443 － 

－　２４　－
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日） （単位　百万円）　　
紙関連事業 その他事業 計 消去又は全社 連  結

売    上    高
(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 売 上 高 21,222 3,832 25,055 ― 25,055 
(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 ― 25 25 ( 25 ) ― 

　　計 21,222 3,858 25,081 ( 25 ) 25,055 
営  業  費  用 23,560 3,809 27,369 ( 225 ) 27,144 
営  業  利  益（△は営業損失） △ 2,337 48 △ 2,288 200 △ 2,088 

　（注）1.事業区分は、製品の種類により区分している。
　　　　2.主たる売上区分
　　　　　・紙関連事業……紙・紙印刷加工品
　　　　　・その他事業……木材・サ－ビス・その他

  当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） （単位　百万円）　　
紙関連事業 その他事業 計 消去又は全社 連  結

売    上    高
(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 売 上 高 22,117 3,017 25,135 ― 25,135 
(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 0 26 26 ( 26 ) ― 

　　計 22,117 3,044 25,161 ( 26 ) 25,135 
営  業  費  用 22,951 3,107 26,058 ( 226 ) 25,832 
営  業  利  益（△は営業損失） △ 833 △ 63 △ 897 200 △ 696 

　（注）1.事業区分は、製品の種類により区分している。
　　　　2.主たる売上区分
　　　　　・紙関連事業……紙・紙印刷加工品
　　　　　・その他事業……木材・サ－ビス・その他
　　　　3.会計方針の変更
　　　　　  「中間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、事業の種類別セグメントのその他
          事業に係る連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年４月１日以降に取得した
　　　　　有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。これによる各セグメントに
　　　　　与える影響額は、軽微である。
　　　　4.追加情報
　　　　　　「中間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、事業の種類別セグメントのその他
　　　　　事業に係る連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の
　　　　　法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度から、
　　　　　取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。こ
　　　　　れにより、当中間連結会計期間の営業費用は、紙関連事業が0百万円、その他事業が9百万円増加し、営業損失が
　　　　　それぞれ同額増加している。

  前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日） （単位　百万円）　　
紙関連事業 その他事業 計 消去又は全社 連  結

売    上    高
(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 売 上 高 42,792 7,099 49,892 ― 49,892 
(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 0 55 56 ( 56 ) ― 

　　計 42,793 7,154 49,948 ( 56 ) 49,892 
営  業  費  用 46,142 7,054 53,197 ( 456 ) 52,740 
営  業  利  益（△は営業損失） △ 3,349 100 △ 3,249 400 △ 2,848 

　（注）1.事業区分は、製品の種類により区分している。
　　　　2.主たる売上区分
　　　　　・紙関連事業……紙・紙印刷加工品
　　　　　・その他事業……木材・サ－ビス・その他

－　２５　－
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２．所在地別セグメント情報
　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項なし。

３．海外売上高
　　　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略した。

（リース取引関係）
　　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため記載を省略した。

（有価証券関係）

　前中間連結会計期間
１．時価のある有価証券

(単位  百万円)
区　　　分

　その他有価証券
株　　　　　式

２．時価評価されていない主な有価証券
(単位  百万円)

区　　　分

　その他有価証券
非上場株式

　当中間連結会計期間
１．時価のある有価証券

(単位  百万円)
区　　　分

　その他有価証券
株　　　　　式

２．時価評価されていない主な有価証券
(単位  百万円)

区　　　分

　その他有価証券
非上場株式

　前連結会計年度
１．時価のある有価証券

(単位  百万円)
区　　　分

　その他有価証券
株　　　　　式

２．時価評価されていない主な有価証券
(単位  百万円)

区　　　分

　その他有価証券
非上場株式

（デリバティブ取引）
　　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため記載を省略した。

1,572     

3,052     9,662     6,609     

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

取　得　原　価 中間連結貸借対照表計上額 差　　　額

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

取　得　原　価 中間連結貸借対照表計上額 差　　　額

中間連結貸借対照表計上額
419      

421      
中間連結貸借対照表計上額

4,748     6,321     

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

2,896     

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

前連結会計年度末（平成19年３月31日）
取　得　原　価 連結貸借対照表計上額 差　　　額

連結貸借対照表計上額
421      

4,785     7,682     

－　２６　－
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額

１株当たり中間(当期)純損失

潜在株式調整後１株当たり 　なお、潜在株式調整後１ 同左 　なお、潜在株式調整後１

中間(当期)純利益 株当たり中間純利益につい 株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式がないため ては、潜在株式がないため

記載していない。　　　　 記載していない。　　　　

（注）算定上の基礎

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

 中間連結損益計算書上の中間(当期)
 純損失(百万円)

 普通株式に係る中間(当期)
 純損失(百万円)

 普通株主に帰属しない金額(百万円)

 普通株式の期中平均株式数(株)

（重要な後発事象）

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項なし。

【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

　当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

(単位  百万円)

事業の種類別セグメントの名称 生　　産　　高 前年同期比（％）

　       紙　　関　　連　　事　　業

　       そ　　の　　他　　事　　業

合　　　　　　　　計

（注）１．金額は、販売価格による。

　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

（２）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、主要セグメントである紙関連事業において主に計画生産を行っており、その

他事業について一部受注形態をとっているが、重要性がないため記載を省略している。

（３）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

(単位  百万円)

　       紙　　関　　連　　事　　業

　       そ　　の　　他　　事　　業

合　　　　　　　　計

77,310,011   

―   

77,340,138   

項目

1,441   

1,441   6,549   

416.74円     

18.63円     

項目

―   ―   

77,332,029   

333.35円     

6.41円     

349.28円     

84.70円     

495   6,549   

495   

20,514          

0.4       

△ 13.5       

△ 0.3       

19,633          

881          

0.3       

事業の種類別セグメントの名称 前年同期比（％）

4.2       

△ 21.3       

販　　売　　高

22,117          

3,017          

25,135          

－　２７　－
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５．中間個別財務諸表

（１）中間貸借対照表

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

区分 構成比(%) 構成比(%) 構成比(%)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　　　現金及び預金 580 622 935 

　　　売掛金 9,706 9,713 10,133 

　　　たな卸資産 7,809 7,437 7,972 

　　　その他 1,035 1,039 1,505 

　　流動資産合計 19,131 36.0 18,812 36.4 20,546 38.8 

Ⅱ　固定資産

　　　有形固定資産

　　　　建物 4,034 3,770 3,901 

　　　　機械装置 10,693 9,952 10,356 

　　　　土地 4,963 5,003 5,003 

　　　　その他 1,880 3,786 2,476 

　　　有形固定資産合計 21,572 40.6 22,513 43.5 21,738 41.2 

　　　無形固定資産 196 0.4 162 0.3 179 0.3 

　　　投資その他の資産

　　　　投資有価証券 10,471 7,371 8,511 

　　　　その他 1,824 2,913 1,983 

　　　　貸倒引当金 △ 63 △ 66 △ 68 

　　　投資その他の資産合計 12,232 23.0 10,217 19.8 10,427 19.7 

　　　固定資産合計 34,001 64.0 32,893 63.6 32,344 61.2 

　　　資産合計 53,133 100.0 51,706 100.0 52,891 100.0 

前中間会計期間末 当中間会計期間末

金額（百万円）金額（百万円）金額（百万円）

－　２８　－
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前事業年度の

要約貸借対照表

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

区分 構成比(%) 構成比(%) 構成比(%)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　　　買掛金 5,503 5,611 5,391 

　　　短期借入金 9,731 9,847 8,043 

　　　未払金 2,591 4,463 6,051 

　　　未払法人税等 20 13 25 

　　　未払事業所税 13 12 25 

　　　賞与引当金 369 55 243 

　　　その他 433 714 478 

　　流動負債合計 18,662 35.1 20,717 40.1 20,260 38.4 

Ⅱ　固定負債

　　　長期借入金 3,816 5,866 6,105 

　　　退職給付引当金 2,076 537 534 

　　　その他 372 2,382 2,799 

　　固定負債合計 6,265 11.8 8,786 17.0 9,439 17.8 

　　負債合計 24,928 46.9 29,504 57.1 29,699 56.2 

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　　　資本金 5,140 9.7 5,140 9.9 5,140 9.7 

　　　資本剰余金

　　　　資本準備金 5,201 5,201 5,201 

　　　資本剰余金合計 5,201 9.8 5,201 10.1 5,201 9.8 

　　　利益剰余金

　　　　利益準備金 1,285 1,285 1,285 

　　　　その他利益剰余金

　　　　退職手当積立金 207 207 207 

　　　　固定資産圧縮積立金 295 265 265 

　　　　別途積立金 17,100 17,100 17,100 

　　　　繰越利益剰余金 △ 939 △ 6,109 △ 5,809 

　　　利益剰余金合計 17,948 33.7 12,748 24.6 13,048 24.7 

　　　自己株式 △ 1,720 △ 3.2 △ 1,726 △ 3.3 △ 1,723 △ 3.3 

　　株主資本合計 26,569 50.0 21,364 41.3 21,667 40.9 

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券評価差額金 1,635 3.1 793 1.5 1,523 2.9 

　　　繰延ヘッジ損益 ― ― 44 0.1 1 0.0 

　　評価・換算差額等合計 1,635 3.1 838 1.6 1,524 2.9 

　　純資産合計 28,204 53.1 22,202 42.9 23,191 43.8 

　　負債純資産合計 53,133 100.0 51,706 100.0 52,891 100.0 

金額（百万円）金額（百万円）金額（百万円）

前中間会計期間末 当中間会計期間末

－　２９　－
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（２）中間損益計算書

前事業年度の

要約損益計算書

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

区分 百分比(%) 百分比(%) 百分比(%)

Ⅰ　売上高 18,088 100.0 18,887 100.0 36,583 100.0 

Ⅱ　売上原価 16,663 92.1 16,096 85.2 32,603 89.1 

　　　売上総利益 1,424 7.9 2,791 14.8 3,979 10.9 

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,829 21.2 3,598 19.1 7,449 20.4 

　　営業損失 2,404 13.3 807 4.3 3,469 9.5 

Ⅳ　営業外収益 438 2.4 428 2.3 844 2.4 

Ⅴ　営業外費用 202 1.1 261 1.4 427 1.2 

　　経常損失 2,168 12.0 640 3.4 3,053 8.3 

Ⅵ　特別利益 0 0.0 ― ― 727 2.0 

Ⅶ　特別損失 259 1.4 143 0.8 5,756 15.8 

　　　税引前中間
　　  (当期)純損失

　　　法人税、住民税
      及び事業税

　　　法人税等調整額 △ 879 △ 871 △ 4.8 △ 488 △ 484 △ 2.6 △ 1,641 △ 1,627 △ 4.5 

　　　中間(当期)純損失 1,555 8.6 299 1.6 6,455 17.6 

前中間会計期間 当中間会計期間

8,082 22.1 2,427 13.4 783 4.2 

7 4 14 

金額（百万円） 金額（百万円）金額（百万円）

－　３０　－
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（３）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）
株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計

平成18年3月31日残高（百万円） 5,140 5,201 1,285 18,451 19,736 △ 1,717 28,361 

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）2 △ 232 △ 232 △ 232 

中間純損失 △ 1,555 △ 1,555 △ 1,555 

自己株式の取得 △ 3 △ 3 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △ 1,787 △ 1,787 △ 3 △ 1,791 

平成18年9月30日残高（百万円） 5,140 5,201 1,285 16,663 17,948 △ 1,720 26,569 

評価・換算
差額等

その他有価証
券評価差額金

平成18年3月31日残高（百万円） 2,670 31,031 

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）2 △ 232 

中間純損失 △ 1,555 

自己株式の取得 △ 3 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △ 1,035 △ 2,826 

平成18年9月30日残高（百万円） 1,635 28,204 

（注）1.その他利益剰余金の内訳

退職手当
積立金

固定資産
圧縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金 合計

　平成18年3月31日残高（百万円） 207 330 17,100 813 18,451 

　中間会計期間中の変動額

　　剰余金の配当（注）2 △ 232 △ 232 

　　中間純損失 △ 1,555 △ 1,555 

　　固定資産圧縮積立金の取崩（注）2 △ 34 34 ― 

　中間会計期間中の変動額合計（百万円） △ 34 △ 1,753 △ 1,787 

　平成18年9月30日残高（百万円） 207 295 17,100 △ 939 16,663 

（注）2.平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目である。

自己株式 株主資本合計

△ 1,035 △ 1,035 

純資産合計

資本金

－　３１　－



紀州製紙㈱（3882）平成20年３月期中間決算短信

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）
株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計

平成19年3月31日残高（百万円） 5,140 5,201 1,285 11,763 13,048 △ 1,723 21,667 

中間会計期間中の変動額

中間純損失 △ 299 △ 299 △ 299 

自己株式の取得 △ 3 △ 3 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △ 299 △ 299 △ 3 △ 303 

平成19年9月30日残高（百万円） 5,140 5,201 1,285 11,463 12,748 △ 1,726 21,364 

評価・換算差額等

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高（百万円） 1,523 1 1,524 23,191 

中間会計期間中の変動額

中間純損失 △ 299 

自己株式の取得 △ 3 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △ 729 43 △ 686 △ 989 

平成19年9月30日残高（百万円） 793 44 838 22,202 

（注）その他利益剰余金の内訳

退職手当
積立金

固定資産
圧縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金 合計

　平成19年3月31日残高（百万円） 207 265 17,100 △ 5,809 11,763 

　中間会計期間中の変動額

　　中間純損失 △ 299 △ 299 

　中間会計期間中の変動額合計（百万円） △ 299 △ 299 

　平成19年9月30日残高（百万円） 207 265 17,100 △ 6,109 11,463 

純資産合計

43 △ 686 

資本金 自己株式 株主資本合計

△ 729 △ 686 

－　３２　－
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）
株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計

平成18年3月31日残高（百万円） 5,140 5,201 1,285 18,451 19,736 △ 1,717 28,361 

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）2 △ 232 △ 232 △ 232 

当期純損失 △ 6,455 △ 6,455 △ 6,455 

自己株式の取得 △ 5 △ 5 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（百万円） △ 6,687 △ 6,687 △ 5 △ 6,693 

平成19年3月31日残高（百万円） 5,140 5,201 1,285 11,763 13,048 △ 1,723 21,667 

評価・換算差額等

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高（百万円） 2,670 ― 2,670 31,031 

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）2 △ 232 

当期純損失 △ 6,455 

自己株式の取得 △ 5 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（百万円） △ 1,147 1 △ 1,146 △ 7,839 

平成19年3月31日残高（百万円） 1,523 1 1,524 23,191 

（注）1.その他利益剰余金の内訳

退職手当
積立金

固定資産
圧縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金 合計

　平成18年3月31日残高（百万円） 207 330 17,100 813 18,451 

　事業年度中の変動額

　　剰余金の配当（注）2 △ 232 △ 232 

　　当期純損失 △ 6,455 △ 6,455 

　　固定資産圧縮積立金の取崩（注）2 △ 34 34 ― 

　　固定資産圧縮積立金の取崩 △ 29 29 ― 

　事業年度中の変動額合計（百万円） △ 64 △ 6,623 △ 6,687 

　平成19年3月31日残高（百万円） 207 265 17,100 △ 5,809 11,763 

（注）2.平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目である。

自己株式 株主資本合計

△ 1,147 △ 1,146 

純資産合計

1 △ 1,146 

資本金

－　３３　－
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（４）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　１．資産の評価基準及び評価方法

　　(1) 有価証券

　　　　子会社株式

　　　　　移動平均法による原価法

　　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　中間決算末日の市場価格等に基づく時価法

　　　　　評価差額は、全部純資産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

　　(2) たな卸資産

　　　　　総平均法による原価法

　　(3) デリバティブ取引

　　　　　原則として時価法

　２．固定資産の減価償却の方法

　　(1) 有形固定資産

　　　　　定率法によっている。

　　　　　なお、主な耐用年数は、建物７～50年、機械装置７～15年である。

　　(2) 無形固定資産

　　　　　定額法によっている。

　　　　　なお、主な耐用年数は、自社利用のソフトウェア５年である。

　３．引当金の計上基準

　　(1) 貸倒引当金

　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、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いる。

　　(2) 賞与引当金

　　　　　従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上している。

　　(3) 退職給付引当金

　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。

　　　　　なお、会計基準変更時差異 (4,416百万円) については、当社保有株式による退職給付信
　　　　託（2,068百万円）を設定し、残額を15年による按分額で費用処理している。

　　　　　過去勤務債務については、発生時に一括処理している。

　　　　　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（16～18

　　　　年）による按分額を発生の翌期から費用処理することとしている。

　４．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いる。

－　３４　－
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　５．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いる。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場

　　　　合は振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採

　　　　用している。

　　(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　ヘッジ手段として先物為替予約及び金利スワップ取引を行っており、主として原材料の輸

　　　　入による為替変動リスク及び資金の調達に係る金利変動リスクをヘッジ対象としている。

　　(3) ヘッジ方針

　　　　　主として原材料の輸入による外貨建予定取引に係る将来の為替変動リスク及び資金の調達

　　　　に係る金利変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であ

　　　　る。

　　(4) ヘッジの有効性評価の方法

　　　　　為替予約取引すべてが近い将来の購入予定に基づくものであり、実行の可能性が極めて高

　　　　いため有効性の判定は省略している。金利スワップについては特例処理の要件を満たしてお

　　　　り、有効性の評価を省略している。

　６．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　(1) 消費税等の処理方法

　　   　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

　　(2) 諸準備金等の取扱い

　　   　 当中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している固定資

　　　　産圧縮積立金等の積立て及び取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算してい

　　　　る。

（５）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　該当事項なし。

－　３５　－
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（６）中間個別財務諸表に関する注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

１　有形固定資産の減価償却累計額 １　有形固定資産の減価償却累計額 １　有形固定資産の減価償却累計額

67,290 百万円 68,663 百万円 68,265 百万円

２　担保提供資産及び対応負債 ２　担保提供資産及び対応負債 ２　担保提供資産及び対応負債

　（工場財団設定資産） 　（工場財団設定資産） 　（工場財団設定資産）

　　有形固定資産（対応負債：短期 　　有形固定資産（対応負債：短期 　　有形固定資産（対応負債：短期

　　借入金、長期借入金） 　　借入金、長期借入金） 　　借入金、長期借入金）

9,666 百万円 9,674 百万円 9,799 百万円

( 4,858 ) ( 7,989 ) ( 7,271 )

　（その他の担保資産） 　（その他の担保資産） 　（その他の担保資産）

　　有形固定資産（対応負債：短期 　　有形固定資産（対応負債：短期 　　有形固定資産（対応負債：短期

　　借入金、預り保証金） 　　借入金、預り保証金） 　　借入金、預り保証金）

106 百万円 105 百万円 106 百万円

( 400 ) ( 400 ) ( 400 )

　　投資有価証券（対応負債：長期 　　投資有価証券（対応負債：長期 　　投資有価証券（対応負債：長期

　　借入金） 　　借入金） 　　借入金）

6,111 百万円 5,690 百万円 6,906 百万円

( 2,848 ) ( 2,746 ) ( 2,896 )

３　保証債務 ３　保証債務 ３　保証債務

　取引先等の銀行借入金に対して次 　取引先等の銀行借入金に対して次 　取引先等の銀行借入金に対して次

のとおり保証を行っている。 のとおり保証を行っている。 のとおり保証を行っている。

　日伯紙パルプ資 　日伯紙パルプ資 　日伯紙パルプ資
　源開発㈱(注) 　源開発㈱(注) 　源開発㈱(注)

　従業員 5 　従業員 5 　従業員 5

　計 94 　計 86 　計 91

(注)　日伯紙パルプ資源開発㈱に対 (注)　日伯紙パルプ資源開発㈱に対 (注)　日伯紙パルプ資源開発㈱に対

　　する保証債務は連帯保証債務で 　　する保証債務は連帯保証債務で 　　する保証債務は連帯保証債務で

　　あり、他社負担額を含めた保証 　　あり、他社負担額を含めた保証 　　あり、他社負担額を含めた保証

　　総額は35,506百万円である。 　　総額は32,395百万円である。 　　総額は34,550百万円である。

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

１　営業外収益の主要項目 １　営業外収益の主要項目 １　営業外収益の主要項目

　受取利息 7 百万円 　受取利息 8 百万円 　受取利息 16 百万円

　不動産賃貸料 286 　不動産賃貸料 287 　不動産賃貸料 572

２　営業外費用の主要項目 ２　営業外費用の主要項目 ２　営業外費用の主要項目

　支払利息 75 百万円 　支払利息 139 百万円 　支払利息 171 百万円

　不動産賃貸原価 43 　不動産賃貸原価 43 　不動産賃貸原価 86

86 百万円88 百万円 80 百万円
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

３　特別利益の主要項目

　投資有価証券
　売却益

４　特別損失の主要項目 ４　特別損失の主要項目

　減損損失 9 百万円 　特別退職金 2,158 百万円

　固定資産除却損 250 　大量退職に伴う
　　固定資産除却損の内訳 　退職給付費用

　　　機械装置 41 百万円

　　　撤去費用 195

　　　その他 13

　　　計 250

５　減損損失 ５　減損損失

　当中間会計期間において、当社は 　当事業年度において、当社は以下

以下の資産グループについて減損損 の資産グループについて減損損失を

失を計上した。 計上した。

場所 用途 種類 場所 用途 種類

 三重県南牟婁郡  三重県南牟婁郡

 紀宝町  紀宝町

(経緯) (経緯)

　遊休資産について、将来の用途が 　遊休資産について、将来の用途が

定まっていないことや、継続的な地 定まっていないことや、継続的な地

価の下落により、減損損失を認識し 価の下落により、減損損失を認識し

た。 た。

(減損損失の金額) (減損損失の金額)

　土地 9 百万円 　土地 9 百万円

(グルーピングの方法) (グルーピングの方法)

　当社は紙関連事業のみを営んでお 　当社は紙関連事業のみを営んでお

り、関連する工場は密接不可分な関 り、関連する工場は密接不可分な関

係にあり、全ての資産が一体となっ 係にあり、全ての資産が一体となっ

てキャッシュ・フローを生成してい てキャッシュ・フローを生成してい

ることから、全体を１つの資産グル ることから、全体を１つの資産グル

ープとし、遊休資産及び賃貸資産に ープとし、遊休資産及び賃貸資産に

ついては、個々の資産単位で資産の ついては、個々の資産単位で資産の

グルーピングを行った｡ グルーピングを行った｡

0 百万円

 遊休  土地  遊休

――――

 土地

――――――――

――――

2,956
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

（回収可能価額の算定方法等） （回収可能価額の算定方法等）

　なお、当該資産グループの回収可 　なお、当該資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定し 能価額は正味売却価額により測定し

ており、土地については固定資産税 ており、土地については固定資産税

評価額に合理的な調整を行うことに 評価額に合理的な調整を行うことに

より評価している。 より評価している。

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

　有形固定資産 1,021 百万円 　有形固定資産 914 百万円 　有形固定資産 2,148 百万円

　無形固定資産 24 　無形固定資産 25 　無形固定資産 50

（中間株主資本等変動計算書関係）

  前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

　普通株式（株）

　　　（変動事由の概要）

　　　　増加数の主な内容は、次のとおりである。

　　　　　単元未満株式の買取りによる増加 17,367株

  当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

　普通株式（株）

　　　（変動事由の概要）

　　　　増加数の主な内容は、次のとおりである。

　　　　　単元未満株式の買取りによる増加 15,514株

  前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

　普通株式（株）

　　　（変動事由の概要）

　　　　増加数の主な内容は、次のとおりである。

　　　　　単元未満株式の買取りによる増加 28,443株

8,362,146 17,367 － 8,379,513 

8,390,589 15,514 － 8,406,103 

8,362,146 28,443 － 8,390,589 
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（重要な後発事象）

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項なし。

【部門別売上高】

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成18年９月30日） 　至　平成19年９月30日） 　至　平成19年３月31日）

数  量 金  額 数  量 金  額 数  量 金  額

t 百万円 t 百万円 t 百万円

洋   軽      包      装      紙 18,463 2,311 17,915 2,229 37,108 4,659 

  印   刷  ・   雑   種   紙 126,791 14,679 129,647 15,499 253,646 29,721 

紙 小           計 145,254 16,991 147,562 17,729 290,754 34,381 

  加          工          品 1,096 1,158 2,202 

計 18,088 18,887 36,583 

(注)売上金額に占める輸出割合は、前中間会計期間2.3％、当中間会計期間3.7％、前事業年度2.7％である。

区      分

－　３９　－


