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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）平成20年3月期が設立第1期であるため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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3四半期 65,156 ― △420 ― △614 ― △1,645 ―

20年3月期第3四半期 65,616 ― 988 ― 717 ― 150 ―

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3四半期 △10.13 ―

20年3月期第3四半期 0.96 ―

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3四半期 138,025 57,662 41.6 361.09
20年3月期 136,311 61,985 45.4 379.53

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  57,480百万円 20年3月期  61,842百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.50 3.50

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  有  
 

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 87,000 △0.4 650 47.7 450 151.0 △250 ― △1.54

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(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．その他をご参照ください。  

(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 
・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。 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の情報に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

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3月期第3四半期  163,297,510株 20年3月期  163,297,510株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,112,952株 20年3月期  352,107株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  162,460,383株 20年3月期第3四半期  157,500,706株
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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

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融危機の影響が実体経済にも波及し、急激

な円高や需要の減退による企業収益の減少、個人消費の低迷など、景気は急速に後退しました。

　このような状況の中、当社グループは、生産の集約、不採算事業からの撤退、物流合理化などによるコストダウン

の推進、販売価格の修正などに取り組んでまいりましたが、第３四半期以降、急速な景気後退の影響を受けて紙需要

は減少しており、厳しい経営環境が続いております。　

　産業用紙では、第３四半期以降の急速な景気後退に伴う需要減少により、販売数量は前年同期を下回りましたが、

主要製品である段ボール原紙とクラフト紙について10月より価格修正を実施したこともあり、増収となりました。

　特殊紙では、印刷用紙、機能紙ともに、７月からの価格改定により販売価格は前年同期を上回りましたが、景気後

退による需要縮小の影響で販売数量は前年同期を下回り、減収となりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間での連結業績は、売上高は65,156百万円、利益面では、原燃料価格高騰によ

るコストアップの影響などにより、営業損失は420百万円、経常損失は614百万円、時価の下落による投資有価証券評

価損等、特別損失の計上により四半期純損失は1,645百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、138,025百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,714百万円の増加と

なりました。主な要因は、中芯抄紙機などの有形固定資産の取得による増加であります。　

　負債は80,362百万円となり、前連結会計年度末に比べて6,036百万円の増加となりました。主な要因は、借入金の増

加によるものであります。

　純資産は57,662百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,323百万円の減少となりました。主な要因は、その他有

価証券評価差額金の減少によるものであります。自己資本比率は41.6％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）　

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は3,810百万円となり、前連結

会計年度末と比較して66百万円の増加となりました。

　営業活動の結果得られた資金は1,610百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失が2,007百万円

であったものの、減価償却費5,895百万円、法人税等の還付額780百万円があったことなどによるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は7,291百万円となりました。主な要因は、中芯抄紙機などの有形固定資産の取得7,782

百万円であります。

　財務活動の結果得られた資金は5,752百万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加5,124百万円であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、本日別途開示しております「平成21年３月期通期の業績予想の修正及び配当予想の修正

について」をご参照ください。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①　棚卸資産の評価方法

　　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末　

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

　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、連結会計年度にかか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　法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法　

　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法により算定してお

ります。

　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。
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（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

　　①　四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　　これにより、従来の方法によった場合と比べ、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それ

ぞれ164百万円増加しております。

（追加情報）　

　①　有形固定資産の耐用年数の変更

　　　一部の連結子会社は、法人税法の改正に伴い、資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期

間より機械装置等の耐用年数を変更しております。

　　　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、

それぞれ352百万円増加しております。

　②　役員退職慰労引当金

　　　当社及び一部の連結子会社は、従来、取締役及び監査役に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成20年６月26日開催の各社の株主総会において、役員退職

慰労金制度の廃止を決定したことに伴い、第１四半期連結会計期間末より計上しておりません。

　　　これに伴い、退任時に支給した分を除き、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額164百万円

を固定負債「その他」に計上しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,822 3,757

受取手形及び売掛金 23,513 22,010

有価証券 273 404

商品及び製品 7,102 6,986

仕掛品 966 706

原材料及び貯蔵品 4,554 4,177

繰延税金資産 875 1,075

その他 1,369 1,590

貸倒引当金 △52 △58

流動資産合計 42,426 40,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,344 19,146

機械及び装置（純額） 42,426 37,888

土地 14,287 14,892

その他（純額） 1,728 5,358

有形固定資産合計 77,786 77,284

無形固定資産   

のれん 955 1,027

その他 294 313

無形固定資産合計 1,250 1,340

投資その他の資産   

投資有価証券 13,952 15,074

長期貸付金 62 70

繰延税金資産 1,319 651

その他 1,359 1,354

貸倒引当金 △131 △114

投資その他の資産合計 16,561 17,036

固定資産合計 95,598 95,661

資産合計 138,025 136,311
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,780 19,080

短期借入金 25,206 22,388

1年内返済予定の長期借入金 5,128 6,384

未払法人税等 184 810

賞与引当金 188 392

修繕引当金 288 382

その他 7,440 7,462

流動負債合計 57,217 56,902

固定負債   

長期借入金 20,846 14,475

繰延税金負債 681 999

修繕引当金 16 19

退職給付引当金 1,024 1,169

役員退職慰労引当金 85 446

環境対策引当金 272 272

その他 219 41

固定負債合計 23,145 17,424

負債合計 80,362 74,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,485 11,485

資本剰余金 14,483 14,484

利益剰余金 31,781 34,570

自己株式 △1,150 △117

株主資本合計 56,600 60,422

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,073 1,425

繰延ヘッジ損益 △193 △5

評価・換算差額等合計 879 1,420

新株予約権 41 －

少数株主持分 141 142

純資産合計 57,662 61,985

負債純資産合計 138,025 136,311
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 65,156

売上原価 55,812

売上総利益 9,344

販売費及び一般管理費 9,764

営業損失（△） △420

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 305

その他 281

営業外収益合計 594

営業外費用  

支払利息 518

その他 270

営業外費用合計 788

経常損失（△） △614

特別利益  

固定資産売却益 22

投資有価証券売却益 123

過年度匿名組合配当金 223

特別利益合計 369

特別損失  

固定資産除却損 211

減損損失 435

投資有価証券評価損 626

製品表示適正化対応費用 84

特別退職金 401

その他 2

特別損失合計 1,762

税金等調整前四半期純損失（△） △2,007

法人税、住民税及び事業税 188

法人税等調整額 △551

法人税等合計 △362

少数株主利益 1

四半期純損失（△） △1,645
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 21,348

売上原価 17,837

売上総利益 3,511

販売費及び一般管理費 2,943

営業利益 567

営業外収益  

受取配当金 125

その他 66

営業外収益合計 191

営業外費用  

支払利息 184

その他 87

営業外費用合計 271

経常利益 487

特別利益  

固定資産売却益 1

その他 0

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 75

投資有価証券評価損 524

製品表示適正化対応費用 39

特別退職金 401

その他 0

特別損失合計 1,041

税金等調整前四半期純損失（△） △552

法人税、住民税及び事業税 39

法人税等調整額 △11

法人税等合計 28

少数株主損失（△） △1

四半期純損失（△） △579
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △2,007

減価償却費 5,895

減損損失 435

のれん償却額 66

修繕引当金の増減額（△は減少） △96

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △204

退職給付引当金の増減額（△は減少） △145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △360

受取利息及び受取配当金 △313

支払利息 518

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 503

有形固定資産除却損 211

売上債権の増減額（△は増加） △1,505

たな卸資産の増減額（△は増加） △752

仕入債務の増減額（△は減少） △300

その他 162

小計 2,115

利息及び配当金の受取額 270

利息の支払額 △503

法人税等の支払額 △1,053

法人税等の還付額 780

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,610

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 107

有形固定資産の取得による支出 △7,782

有形固定資産の売却による収入 80

有形固定資産の除却による支出 △28

投資有価証券の取得による支出 △27

投資有価証券の売却による収入 169

その他 189

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,291

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,806

長期借入れによる収入 9,352

長期借入金の返済による支出 △4,227

自己株式の取得による支出 △1,034

配当金の支払額 △1,144

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66

現金及び現金同等物の期首残高 3,744

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,810
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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

製紙事業
（百万円）

加工事業
（百万円）

環境事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 52,240 11,587 1,329 65,156 － 65,156

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,069 637 702 6,408 (6,408) －

計 57,309 12,224 2,031 71,565 (6,408) 65,156

営業利益又は営業損失（△） △879 387 △29 △521 100 △420

　（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）製紙事業……産業用紙、家庭紙、特殊紙、パルプ

（2）加工事業……紙加工品

 （3）環境事業……土木・造園事業、山林事業、燃料販売事業、電力販売事業

〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31日）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。

〔海外売上高〕

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31日）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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年11月26日開催の取締役会における決議に基づき、平成20年11月27日に、市場買付により自己

株式3,736,000株を1,027百万円で取得しました。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

 

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 65,616

Ⅱ　売上原価 54,546

売上総利益 11,070

Ⅲ　販売費及び一般管理費 10,082

営業利益 988

Ⅳ　営業外収益 457

Ⅴ　営業外費用 727

経常利益 717

Ⅵ　特別利益 407

Ⅶ　特別損失 680

税金等調整前四半期純利益 444

税金費用 301

少数株主損益　 △8

四半期純利益 150
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