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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年5月期第1四半期 2,531 ― 136 ― 153 ― 91 ―

20年5月期第1四半期 2,296 0.2 110 △53.3 118 △51.8 67 △51.5

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

21年5月期第1四半期 13.14 ―

20年5月期第1四半期 9.68 ―

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

21年5月期第1四半期 9,951 6,079 61.1 870.12
20年5月期 9,924 6,080 61.3 870.19

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  6,079百万円 20年5月期  6,080百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期累計期間 4,900 5.2 200 △26.7 210 △27.3 120 △29.8 17.17
通期 10,000 9.1 450 △2.8 470 △2.1 270 1.1 38.64

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(2) 四半期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、2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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年5月期第1四半期  7,000,000株 20年5月期  7,000,000株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  13,256株 20年5月期  12,068株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期  6,987,515株 20年5月期第1四半期  6,988,781株

＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値と異
なる場合があります。 
2.当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

（１）当四半期の概況

　当第１四半期の国内経済は、米国経済の後退懸念と原油をはじめとする原燃料価格の高騰の影響を受け、先行

き不透明感が一層強くなり低調に推移しました。

　このようななか、当社の第１四半期の業績につきましては、原料古紙価格の高騰により昨年の板紙の価格修正

を相殺し、売上高2,531百万円、営業利益136百万円、経常利益153百万円、四半期純利益91百万円にとどまりまし

た。

（２）各セグメントの概況

〇板紙事業

　販売数量は計画に比べ僅かに増加し、販売価格は平成19年9月の価格修正以降安定して推移した結果、売上高は

増加しました。一方、利益面では販売価格の上昇効果や電力燃料費等コスト低減効果があったものの主原料であ

る古紙価格が大幅に上昇した結果、損益では計画を僅かに上回る結果にとどまりました。

〇美粧段ボール事業

　当事業関連では、平成19年9月以降原紙価格の上昇を受けて製品価格の修正に取り組み一定の成果を得たものの、

競争の激化や省包装の影響を受けて売上高は減少いたしました。利益面ではコスト低減努力により僅かながら利

益を確保することができました。

　部門別売上高は、板紙事業で2,009百万円(79.4%)、美粧段ボール事業で521百万円(20.6%)となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間末の総資産は9,951百万円となり、前事業年度末に比べ27百万円増加いたしました。主な

増加項目は受取手形及び売掛金の増加272百万円であり、減少項目は製品、原材料、貯蔵品等のたな卸資産が61百

万円、減価償却による有形固定資産が41百万円及び株価変動に伴う投資有価証券が73百万円等であります。負債

は3,872百万円となり、前事業年度末に比べ28百万円増加しました。主な増加要因は支払手形及び買掛金が122百

万円、未払金が31百万円であり、減少項目は、未払費用が49百万円、未払法人税等が39百万円及び繰延税金負債、

退職給付引当金等の固定負債43百万円等であります。

　また、純資産は6,079百万円となり、1百万円減少いたしました。主な項目としては利益剰余金の増加42百万円、

投資有価証券評価差額金の減少44百万円等であります。　

　以上の結果、自己資本比率は前事業年度末の61.3％から61.1%となりました。　

３．業績予想に関する定性的情報

　第１四半期会計期間業績につきましては、当初計画を若干上回って推移しましたものの、原燃料価格は依然と

して高い水準で推移することが見込まれ、第２四半期会計期間以降の収益圧迫要因となることが予想されます。

また、本年10月以降板紙の価格修正を予定しておりますが、景気減速懸念のなか販売数量の減少も予想されるな

ど、不確実要素が多いため、平成20年7月11日に公表いたしました決算発表時の業績予想を変更しておりません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期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

　簡便な会計処理については重要性が乏しいため記載は省略しております。

　②四半期財務諸表作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

（２）四半期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

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に準じた会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期に適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理に変更しております。また、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファ

イナンスリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。
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③「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年7月5日　企業会計基準第9号）を当第１

四半期会計期間から適用しております。なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与

える影響は軽微であります。

㈱岡山製紙(3892)  平成21年5月期　第１四半期決算短信(非連結)



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 757,825 809,803

受取手形及び売掛金 3,855,802 3,583,638

商品 5,223 4,261

製品 288,402 333,221

原材料 244,591 256,463

仕掛品 25,317 29,161

貯蔵品 97,888 99,599

その他 109,159 131,985

貸倒引当金 △2,489 △2,489

流動資産合計 5,381,723 5,245,644

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 863,263 876,091

構築物（純額） 161,875 150,771

機械及び装置（純額） 1,606,246 1,648,737

車両運搬具（純額） 845 902

工具、器具及び備品（純額） 23,404 19,893

土地 174,452 174,452

建設仮勘定 － 649

有形固定資産合計 2,830,087 2,871,496

無形固定資産 9,493 3,453

投資その他の資産   

投資有価証券 1,716,320 1,789,661

出資金 9,793 9,793

その他 4,128 4,128

投資その他の資産合計 1,730,241 1,803,582

固定資産合計 4,569,823 4,678,533

資産合計 9,951,546 9,924,177
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,393,768 2,270,929

未払金 285,497 253,583

未払費用 211,320 261,275

未払法人税等 25,452 65,246

その他 144,551 136,873

流動負債合計 3,060,590 2,987,907

固定負債   

繰延税金負債 291,993 311,167

退職給付引当金 436,615 464,199

役員退職慰労引当金 83,074 80,050

固定負債合計 811,682 855,417

負債合計 3,872,273 3,843,324

純資産の部   

株主資本   

資本金 821,070 821,070

資本剰余金 734,950 734,950

利益剰余金 3,795,354 3,752,424

自己株式 △5,851 △5,470

株主資本合計 5,345,523 5,302,973

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 733,750 777,879

評価・換算差額等合計 733,750 777,879

純資産合計 6,079,273 6,080,852

負債純資産合計 9,951,546 9,924,177
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 2,531,197

売上原価 2,035,958

売上総利益 495,239

販売費及び一般管理費 359,160

営業利益 136,078

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 11,523

受取保険金 4,555

その他 2,279

営業外収益合計 18,392

営業外費用  

売上割引 1,241

その他 0

営業外費用合計 1,242

経常利益 153,227

特別損失  

固定資産除却損 406

特別損失合計 406

税引前四半期純利益 152,820

法人税、住民税及び事業税 23,419

法人税等調整額 37,556

法人税等合計 60,975

四半期純利益 91,845

㈱岡山製紙(3892)  平成21年5月期　第１四半期決算短信(非連結)



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 152,820

減価償却費 77,236

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,584

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,024

受取利息及び受取配当金 △11,556

有形固定資産除却損 406

売上債権の増減額（△は増加） △272,164

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,281

仕入債務の増減額（△は減少） 122,838

その他 △45,784

小計 60,519

法人税等の支払額 △52,060

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,458

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △13,877

無形固定資産の取得による支出 △6,485

投資有価証券の取得による支出 △749

利息及び配当金の受取額 10,181

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,931

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △380

配当金の支払額 △49,123

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,977

現金及び現金同等物の期首残高 639,803

現金及び現金同等物の四半期末残高 587,825
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　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（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）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

　　前第１四半期累計期間（平成20年6月1日～8月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年5月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,296,892

Ⅱ　売上原価 1,845,371

売上総利益 451,520

Ⅲ　販売費及び一般管理費 341,374

営業利益 110,146

Ⅳ　営業外収益 10,982

Ⅴ　営業外費用 2,759

経常利益 118,370

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 25

税引前四半期純利益 118,345

税金費用 50,676

四半期純利益 67,668

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

　         前第１四半期累計期間におけるキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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