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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 12,763 ― 175 ― 146 ― 129 ―

20年3月期第2四半期 5,148 8.4 37 89.9 24 △69.9 63 33.9

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3月期第2四半期 19.46 ―

20年3月期第2四半期 12.87 ―

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3月期第2四半期 13,840 3,046 22.0 458.60
20年3月期 8,167 2,214 27.1 469.22

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,046百万円 20年3月期  2,214百万円

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3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 25,000 137.3 260 511.4 200 982.2 180 ― 27.09

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）  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（１）をご覧ください。 

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（２）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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）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 
１．業績予想は、本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。また、1株 
  当たり当期純利益につきましては、平成20年４月１日付の合併に伴い増加した1,925,960株を加味して算出しております。なお、上記予想に関する事項は、２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覧ください。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 3 社 （社名
河内屋紙（株）、はが紙販（株）、ファイビストオフィ
ス（株）

） 除外 1 社 （社名 （株）フォーレストエイト ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  7,353,443株 20年3月期  5,427,483株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  709,539株 20年3月期  708,598株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  6,643,943株 20年3月期第2四半期  4,944,686株
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当社は、本年４月１日に（旧）河内屋紙株式会社と（旧）はが紙販株式会社との経営統合を行い、当社
を中心に販売子会社の（新）河内屋紙株式会社および（新）はが紙販株式会社と、物流子会社の関東流通
株式会社を中核とするグループ体制で事業を展開しております。 
 当期の売上高の概況につきましては、期前半の概ね堅調な需要に対し期後半の需要減退傾向という環境
のもと、代理店との競合を避け当社の主力であります小口需要商品への販売に努めました。  
 その結果、当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）の連結売上高は12,763
百万円となりました。 
 一方、コスト面につきましては、期前半に経営統合に伴う一時的諸費用の発生がありましたが、期を通
して売上要因による利益率の上昇やコスト削減に努めましたことに加え、売上原価が在庫調整などで低く
なりましたこと等から連結営業利益は175百万円、連結経常利益は146百万円、連結四半期純利益は129百
万円となりました。  
  

当第２四半期末の資産の残高は、13,840百万円（前連結会計年度末8,167百万円）となり、5,672百万円
増加いたしました。 
 負債の残高は、10,793百万円（前連結会計年度末5,953百万円）となり、4,840百万円増加いたしまし
た。  
 純資産の残高は、3,046百万円（前連結会計年度末2,214百万円）となり、832百万円増加いたしまし
た。 
 資産、負債及び純資産の増加した主な要因は、本年4月1日に旧はが紙販株式会社との経営統合により同
社の資産・負債を受け入れたためであります。 

  

平成20年11月6日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
  
  

第1四半期連結会計期間から、新たに設立した河内屋紙株式会社及びはが紙販株式会社並びに被合併
会社の子会社であるファイビストオフィス株式会社を連結の範囲に含めております。 
 なお、前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりました株式会社フォーレストエイトについては第
1四半期連結会計期間において清算手続を開始した為連結の範囲から除いております。 

①一般債権の貸倒見積額の算定方法 
当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しておりま

す。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

③経過勘定科目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

① 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 第１四半期連結会計期間よりたな卸資産の評価方法を移動平均法から先入先出法に変更しており
ます。 
 この変更は、新しい在庫評価システムの導入を契機に仕入価格の変動をより適時に在庫評価に反
映させるため、また、仕入割戻を当期の仕入高に対応させて各期の仕入単価を把握し、適切な原価
管理を行うためであります。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利
益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ13,710千円増加しております。 

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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性低
下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利
益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 552,870 622,487 

受取手形及び売掛金 5,341,910 2,514,688 

商品 1,819,323 954,978 

未収入金 881,826 276,839 

その他 72,476 48,283 

貸倒引当金 △99,516 △98,262 

流動資産合計 8,568,890 4,319,015 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,605,242 2,557,127 

減価償却累計額 △1,113,122 △1,071,606 

建物及び構築物（純額） 1,492,119 1,485,521 

機械装置及び運搬具 300,797 276,907 

減価償却累計額 △245,754 △227,567 

機械装置及び運搬具（純額） 55,042 49,340 

土地 1,614,678 1,532,447 

その他 118,423 62,178 

減価償却累計額 △79,151 △55,551 

その他（純額） 39,272 6,627 

有形固定資産合計 3,201,114 3,073,935 

無形固定資産 

のれん 780,928 － 

その他 95,076 30,189 

無形固定資産合計 876,004 30,189 

投資その他の資産 

投資有価証券 661,678 484,409 

出資金 218,951 2,310 

その他 307,245 249,460 

投資その他の資産合計 1,187,876 736,180 

固定資産合計 5,264,994 3,840,304 

繰延資産 

社債発行費 6,503 8,130 

繰延資産合計 6,503 8,130 

資産合計 13,840,388 8,167,450 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 7,485,697 3,047,487 

短期借入金 1,650,000 1,650,000 

1年内償還予定の社債 500,000 － 

賞与引当金 83,640 10,838 

その他 159,299 88,115 

流動負債合計 9,878,637 4,796,441 

固定負債 

社債 500,000 1,000,000 

退職給付引当金 387,963 142,403 

その他 26,909 14,400 

固定負債合計 914,872 1,156,803 

負債合計 10,793,509 5,953,244 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,381,052 2,381,052 

資本剰余金 928,340 740,757 

利益剰余金 130,874 △522,835 

自己株式 △257,682 △257,365 

株主資本合計 3,182,585 2,341,608 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △132,438 △127,402 

為替換算調整勘定 △3,267 － 

評価・換算差額等合計 △135,706 △127,402 

純資産合計 3,046,878 2,214,206 

負債純資産合計 13,840,388 8,167,450 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 12,763,048 

売上原価 11,158,815 

売上総利益 1,604,232 

販売費及び一般管理費 

役員報酬及び給料手当 534,903 

賞与引当金繰入額 81,253 

退職給付費用 51,651 

減価償却費 67,741 

その他 692,948 

販売費及び一般管理費合計 1,428,497 

営業利益 175,735 

営業外収益 

受取利息 2,441 

受取配当金 21,484 

その他 11,833 

営業外収益合計 35,759 

営業外費用 

支払利息 22,418 

手形売却損 20,453 

その他 22,451 

営業外費用合計 65,323 

経常利益 146,171 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 10,284 

特別利益合計 10,284 

特別損失 

固定資産除却損 588 

事務所移転費用 20,246 

特別損失合計 20,834 

税金等調整前四半期純利益 135,621 

法人税、住民税及び事業税 6,307 

四半期純利益 129,313 
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

   平成20年４月１日期日で旧はが紙販株式会社より商号変更した株式会社はが紙販ホールディングスを吸

収合併いたしました。これに伴い株式会社はが紙販ホールディングスの普通株式１株に対し当社の普通株

式0.541株の割合をもって割当交付いたしました結果、当社株主資本はその評価額708,753千円増加いたし

ました。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 

「参考資料」

科目

前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 5,148,518

Ⅱ 売上原価 4,623,097

   売上総利益 525,421

Ⅲ 販売費及び一般管理費 488,291

   営業利益 37,130

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 5,571

   受取配当金 9,915

   その他 5,905

   営業外収益合計 21,392

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 21,005

   手形売却損 6,068

   その他 6,544

   営業外費用合計 33,617

   経常利益 24,904

Ⅵ 特別利益

   投資有価証券売却益 36,004

   貸倒引当金戻入額 4,589

   特別利益合計 40,594

   税金等調整前中間純利益 65,499

   法人税、住民税及び事業税 1,879

   中間純利益 63,619
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