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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） 

 

(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 32,254 ― △736 ― △885 ― 97 ―
20年3月期第3四半期 34,755 △8.1 △1,889 ― △2,091 ― △1,270 ―

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 2.29 ―
20年3月期第3四半期 △30.38 ―

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 54,520 9,019 15.4 197.80
20年3月期 59,277 9,445 14.4 203.31

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,397百万円 20年3月期  8,509百万円

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  

（注）当社は定款において期末日及び第２四半期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当予想額は未定であります。  

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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 41,000 △10.7 △1,600 ― △1,800 ― 100 ― 2.36

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

(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．平成20年８月８日に公表いたしました連結業績予想は、通期を本資料において修正しております。 
２．当資料に記載の業績予想は、決算発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、 
  様々な要因によって数値予想と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情 
  報をご覧下さい。 
３．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 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名
MP Juarez，LLC （旧商号：TOMOEGAWA 
PAPER AMERICA LLC）

）

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  43,168,031株 20年3月期  42,563,231株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  712,777株 20年3月期  710,659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  42,455,987株 20年3月期第3四半期  41,815,452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世界経済は、燻り続けていた米国の金融不安が第３四半期（10月～12月）に入

ると世界的な金融危機に発展し実体経済に多大な悪影響を及ぼしたことから景気が急速に後退し、歴史的ともいえる

深刻な不況に陥るかの様相を呈しています。このような世界経済を反映し、第３四半期に入るとわが国経済も景気の

急速な後退局面に突入し、企業業績の悪化と個人消費の低迷が顕著になるなど不況が深刻化しています。 

 このような経済状況の下、当社グループにおきましては、第２四半期（７月～９月）から減速の兆候が認められた

半導体関連製品や、第２四半期に比較的堅調に推移したフラットパネルディスプレイ（以下ＦＰＤと略す。）関連製

品といった主力製品が、第３四半期になると世界的な景気の冷え込みから想像を超える速度の需要減と在庫調整に見

舞われたことなどから、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ25億円減収の322億５千４百万円

（△７.２％）となりました。 

 利益面につきましては、第３四半期に入ると売上高の減少により収益力が悪化したものの、前連結会計年度末に実

施した希望退職者の募集等による労務費の削減や全事業分野における業務効率の改善やコスト削減等の総合的な収益

改善対策の効果に加え、第２四半期までの原燃料価格の上昇といった利益圧迫要因が縮小したこと、ならびにＦＰＤ

向け光学フィルム生産設備等の減損処理により減価償却費負担が減少したことなどから、当第３四半期連結累計期間

における営業損益は、前年同期に比べ11億５千３百万円増益の７億３千６百万円の営業損失となり、経常損益は前年

同期に比べ12億５百万円増益の８億８千５百万円の経常損失となりました。四半期純損益は、本社ビルの売却、国庫

補助金等で86億３千９百万円の特別利益を計上、たな卸資産の評価方法の変更に伴うたな卸資産評価損、取得設備の

圧縮記帳や減損損失等により52億３千８百万円の特別損失を計上したものの、前年同期に比べ13億６千７百万円増益

の９千７百万円の四半期純利益となりました。 

 なお、連結経営成績に関する定性的情報の前年同期比及び増減は、参考として記載しています。 

  （参考）                                        （単位:百万円） 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

① プラスチック材料加工事業 

 ＦＰＤ関連事業は、第３四半期に入ると急速な受注減に見舞われましたが、第２四半期が比較的堅調であったこと

から、前年同期とほぼ同等の収入になりました。半導体関連事業は、第３四半期に入ると第２四半期後半からの減速

傾向に拍車がかかり、これに在庫調整が加わり想像以上の受注減に見舞われたことから、前年同期比で大幅な減収と

なりました。この結果、売上高は197億４千７百万円（前年同期比△７.５％）となりました。 

 プラスチック材料加工事業の利益面につきましては、売上高が減少したものの総合的な収益改善対策の効果が大き

く現れ、営業損益は前年同期に比べ10億５千９百万円改善され、８億３千３百万円の営業損失となりました。 

② 製紙・塗工紙関連事業 

 洋紙事業及び塗工紙事業は、景気後退の影響を受ける中で主力製品の販売が低迷したことなどから、前年同期比で

減収となりました。機能紙事業は、新規顧客の開拓と拡販を推進したものの前年同期比では減収となりました。この

結果、売上高は122億７千７百万円(前年同期比△５.６％)となりました。 

 製紙・塗工紙関連事業の利益面につきましては、売上高が減少する中で生産性向上等のコスト削減を強力に推進し

た結果、営業損益は前年同期に比べ２億３千４百万円改善し、３千３百万円の営業損失となりました。 

③ その他の事業 

 売上高は２億２千９百万円となり、営業利益は６千２百万円となりました。 

  

  
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） 

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）

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） 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年12月31日）

売上高 22,735 9,518 32,254 34,755 

営業利益 △188 △548 △736 △1,889 

経常利益 △300 △584 △885 △2,091 

四半期純利益 △519 616 97 △1,270 
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  （参考）セグメント別の概況                          （単位：百万円 比率：％）

  

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における資産合計は、545億２千万円で、前連結会計年度末に比べ47億５千６百万円

の減少となりました。流動資産は275億７千８百万円で、前連結会計年度末に比べ28億６千６百万円の増加となり、

その主な要因は、本社ビル売却により手許資金が増加したことによるものです。固定資産は269億４千１百万円で、

前連結会計年度末に比べ76億２千３百万円の減少となり、その主な要因は有形固定資産における減損損失計上と繰延

税金資産の減少によるものです。 

 負債合計は、455億円で、前連結会計年度末に比べ43億３千１百万円の減少となりました。流動負債は211億６千２

百万円で、前連結会計年度末に比べ55億９千５百万円減少しており、その主な要因は短期借入金の減少と希望退職者

募集に伴う未払退職金が減少したことによるものです。固定負債は243億３千８百万円で、前連結会計年度末に比べ

12億６千４百万円増加しており、その主な要因は長期借入金の増加によるものです。なお、当第３四半期連結会計期

間末における有利子負債残高は294億７千３百万円と、前連結会計年度末に比べ31億４千万円の減少となりました。 

 また、純資産は、90億１千９百万円で、前連結会計年度末に比べ４億２千５百万円の減少となりました。 

  

（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は、前連結会計年度末に比べ33億９百万円増加し、73億

７千３百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において売上債権の減少、仕入債務の増加等により資金が増加したものの、前連結会計

年度に実施した希望退職者募集に伴う退職金の支払い23億５千７百万円が第１四半期会計期間にあったため、８千７

百万円の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間において実施した本社ビル売却等により、64億４千８百万円の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において借入れによる収入等があったものの、借入金の返済等により、30億８百万円の

減少となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループは、経常黒字化達成を 優先課題に掲げ、労務費削減をはじめとする総合的な収益改善対策を推進し

た結果、第２四半期連結累計期間までは一定の成果をあげてまいりました。しかしながら、第３四半期に入ると世界

的な景気後退の影響で、主力のＦＰＤ関連製品や半導体関連製品を中心に急激な需要の減少に見舞われるなど、当社

グループを取り巻く事業環境が急速に悪化、今後も厳しい状況が継続するものと予想されることから、平成20年８月

８日に公表した通期の連結及び個別の業績予想を修正いたしました。 

 当社グループは厳しさを増す経営環境を鑑み、役員報酬の減額や管理職報酬の減額等からなる緊急対策に着手して

おります。また、既に実行している生産能率の昂進や業務効率の改善、製品歩留りの向上、調達コスト並びに各種費

用の削減といった総合的な収益改善対策に拍車をかけるとともに、受注変動に即した生産調整及び在庫調整を実施

し、キャッシュ・フロー重視の経営を徹底する所存であります。 

 詳しくは、本日公表いたしました「業績予想の修正並びに緊急対策に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

  

売上高  営業利益 

前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期
連結累計期間

増減率 
前第３四半期
連結累計期間 

当第３四半期
連結累計期間 

増減率  

プラスチック材料加工事業 21,351 19,747 △7.5 △1,892 △833 － 

製紙・塗工紙関連事業 13,010 12,277 △5.6 △267 △33 － 

その他の事業 393 229 △41.6 203 62 △69.2 

計 34,755 32,254 △7.2 △1,956 △804 － 

消去又は全社  － － － 66 67 － 

連結  34,755 32,254 △7.2 △1,889 △736 － 
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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） 

 第１四半期連結会計期間より、MP Juarez, LLC（旧商号：TOMOEGAWA PAPER AMERICA LLC）は持分比率の減少

により連結子会社から持分法適用関連会社に変更しております。 

  

（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 簡便な会計処理 

税金費用の算定方法 

当第３四半期連結累計期間の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や税額控除

項目を重要なものに限定する方法によっております。  

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

（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原価法によって

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。 

 なお、同会計基準の適用にあたっては、期首在庫の評価から適用したとみなし、期首在庫に含まれる

変更差額を特別損失に計上する方法によっており、当第３四半期連結会計期間末における収益性の低下

による簿価切下額を売上原価に計上しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ70百万円減少し、税金

等調整前四半期純利益は329百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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 8,129 4,109

受取手形及び売掛金 7,173 8,077

製品 4,596 4,342

半製品 3,612 3,853

原材料 2,069 2,103

仕掛品 16 12

その他 2,011 2,248

貸倒引当金 △31 △35

流動資産合計 27,578 24,711

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,854 11,701

機械装置及び運搬具（純額） 7,727 11,568

その他（純額） 5,148 5,504

有形固定資産合計 22,730 28,774

無形固定資産 849 943

投資その他の資産   

その他 3,369 4,854

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 3,361 4,847

固定資産合計 26,941 34,565

資産合計 54,520 59,277
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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 8,676 8,266

短期借入金 2,635 5,931

1年内返済予定の長期借入金 5,145 5,741

1年内償還予定の社債 － 500

未払法人税等 871 134

賞与引当金 169 536

その他 3,665 5,647

流動負債合計 21,162 26,757

固定負債   

長期借入金 21,693 20,441

退職給付引当金 1,790 1,897

役員退職慰労引当金 120 224

負ののれん 57 64

その他 675 445

固定負債合計 24,338 23,073

負債合計 45,500 49,831

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,990 1,990

資本剰余金 2,689 2,548

利益剰余金 4,419 4,322

自己株式 △277 △277

株主資本合計 8,822 8,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 153 366

繰延ヘッジ損益 6 △3

為替換算調整勘定 △584 △438

評価・換算差額等合計 △424 △74

少数株主持分 622 936

純資産合計 9,019 9,445

負債純資産合計 54,520 59,277
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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 32,254

売上原価 28,065

売上総利益 4,189

販売費及び一般管理費 4,926

営業損失（△） △736

営業外収益  

受取利息 80

受取配当金 32

負ののれん償却額 12

為替差益 229

その他 145

営業外収益合計 499

営業外費用  

支払利息 533

持分法による投資損失 1

その他 113

営業外費用合計 648

経常損失（△） △885

特別利益  

固定資産売却益 8,237

その他 402

特別利益合計 8,639

特別損失  

減損損失 4,200

その他 1,038

特別損失合計 5,238

税金等調整前四半期純利益 2,515

法人税、住民税及び事業税 963

法人税等調整額 1,606

法人税等合計 2,570

少数株主損失（△） △152

四半期純利益 97
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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 9,518

売上原価 8,516

売上総利益 1,002

販売費及び一般管理費 1,551

営業損失（△） △548

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 11

負ののれん償却額 4

為替差益 129

その他 30

営業外収益合計 208

営業外費用  

支払利息 189

持分法による投資損失 13

その他 41

営業外費用合計 244

経常損失（△） △584

特別利益  

固定資産売却益 8,228

その他 41

特別利益合計 8,270

特別損失  

減損損失 4,036

その他 357

特別損失合計 4,393

税金等調整前四半期純利益 3,291

法人税、住民税及び事業税 802

法人税等調整額 2,057

法人税等合計 2,859

少数株主損失（△） △184

四半期純利益 616
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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利益 2,515

減価償却費 2,663

減損損失 4,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △104

退職給付引当金の増減額（△は減少） △107

受取利息及び受取配当金 △112

支払利息 533

為替差損益（△は益） 7

有形固定資産売却損益（△は益） △8,237

補助金収入 △351

売上債権の増減額（△は増加） 800

たな卸資産の増減額（△は増加） △774

仕入債務の増減額（△は減少） 523

その他 △894

小計 658

利息及び配当金の受取額 137

利息の支払額 △632

法人税等の支払額 △277

その他の収入 35

その他の支出 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー △87

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △710

有形固定資産の取得による支出 △1,537

有形固定資産の売却による収入 8,644

補助金の受取額 351

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

109

貸付けによる支出 △400

その他 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,448

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） △3,470

長期借入れによる収入 5,626

長期借入金の返済による支出 △4,927

社債の償還による支出 △500

その他 263

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,008

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,309

現金及び現金同等物の期首残高 4,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,373
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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 

   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） 

    当社は、前連結会計年度20億７千７百万円、当第３四半期連結累計期間７億３千６百万円の営業損失を計

上し、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく既に実行している総合的な収益改善対策の推進に拍車をかけるとともに、

役員報酬、管理職報酬の減額といった緊急対策に着手しております。 

 さらに、2008年12月には本社ビルを売却し、充分な手許資金を確保しており、これを今後の有利子負債の

返済にあてる予定です。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結

財務諸表には反映しておりません。 
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（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 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） 

 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） 

 (注)１ 事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）プラスチック材料加工事業………ＦＰＤ向け光学フィルム、電子部品材料、化成品（トナー） 

(2）製紙・塗工紙関連事業……………洋紙、情報メディア製品、機能紙 

(3）その他の事業………………………物流サービス、その他 

３ 会計処理の方法の変更 

(たな卸資産の評価に関する会計基準) 

【定性的情報・財務諸表等】４（３）②に記載のとおり、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、従来の方法によった場

合に比べて、当第３四半期連結累計期間におけるプラスチック材料加工事業の営業損失が54百万円減少し、製

紙・塗工紙関連事業の営業損失が16百万円減少しております。 

  

プラスチッ
ク材料加工
事業 
（百万円） 

製紙・塗工
紙関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（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 5,533 3,913 72 9,518 － 9,518 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
0 0 270 271 （271） － 

計 5,533 3,914 343 9,790 （271） 9,518 

営業費用  6,032 4,009 323 10,365 （298） 10,067 

営業利益又は営業損失（△） △499 △94 19 △574 26 △548 

  

プラスチッ
ク材料加工
事業 
（百万円） 

製紙・塗工
紙関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（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 19,747 12,277 229 32,254 － 32,254 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
8 1 833 843 （843） － 

計 19,756 12,278 1,062 33,097 （843） 32,254 

営業費用  20,589 12,312 999 33,901 （910） 32,991 

営業利益又は営業損失（△） △833 △33 62 △804 67 △736 
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ｂ．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） 

 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） 

 (注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：アメリカ 

(2) 欧州：オランダ 

(3) アジア：中国 

３ 会計処理の方法の変更 

(たな卸資産の評価に関する会計基準) 

【定性的情報・財務諸表等】４（３）②に記載のとおり、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、従来の方法によった場

合に比べて、当第３四半期連結累計期間における営業損失が、日本で70百万円減少しております。 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 

（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 8,280 715 148 375 9,518 － 9,518 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
757 101 △0 40 900 （900） － 

計 9,037 817 148 416 10,418 （900） 9,518 

営業費用 9,438 787 146 450 10,823 （755） 10,067 

営業利益又は営業損失（△） △401 29 1 △33 △404 △144 △548 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 

（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 27,279 2,967 651 1,356 32,254 － 32,254 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,001 397 1 140 2,539 （2,539） － 

計 29,281 3,364 652 1,496 34,794 （2,539） 32,254 

営業費用 30,098 3,187 641 1,452 35,381 （2,390） 32,991 

営業利益又は営業損失（△） △817 176 10 43 △586 △149 △736 
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ｃ．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） 

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） 

 (注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米：アメリカ 

(2）欧州：イギリス 

(3）アジア：中国 

(4) その他の地域：南米他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（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４月１日付で、巴川物流サービス㈱を完全子会社とするために株式交換を行いました。この

結果、第１四半期連結会計期間において資本剰余金が141百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において

資本剰余金が2,689百万円となっております。 

  
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他の地域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

Ⅰ 海外売上高 543 571 931 33 2,079 

Ⅱ 連結売上高 － － － － 9,518 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
5.7 6.0 9.8 0.3 21.8 

  
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他の地域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

Ⅰ 海外売上高 2,393 1,648 3,557 324 7,922 

Ⅱ 連結売上高 － － － － 32,254 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
7.4 5.1 11.1 1.0 24.6 
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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 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

科目 

第３四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

売上高 34,755 

売上原価 30,931 

売上総利益 3,824 

販売費及び一般管理費 5,714 

営業損失（△） △1,889 

営業外収益 464 

営業外費用 665 

経常損失（△） △2,091 

特別利益 1,585 

特別損失 1,660 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,166 

法人税等 △994 

少数株主利益 98 

四半期純損失（△） △1,270 

－ 14 －

㈱巴川製紙所（3878）平成21年３月期第３四半期決算短信



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

 
第３四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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 △2,166 

減価償却費   2,656 

減損損失 533 

国庫補助金等 △1,206 

固定資産圧縮損  1,009 

売上債権の減少額  604 

棚卸資産の増加額 △394 

仕入債務の減少額 △960 

その他 △118 

小計 △43 

利息及び配当金の受取額 60 

利息の支払額 △408 

法人税等の支払額 △366 

その他 20 

営業活動によるキャッシュ・フロー △737 

Ⅱ 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 △5,660 

国庫補助金等の受入額 1,206 

その他 △254 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,708 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額 207 

長期借入れによる収入 5,295 

長期借入金の返済による支出 △599 

社債の償還による支出 △230 

配当金の支払額  △209 

少数株主への配当金の支払額  △5 

その他 △97 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,361 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,095 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,480 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,384 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

（注）１ 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各事業の主な製品 

    (1)プラスチック材料加工事業………ＦＰＤ向け光学フィルム、電子部品材料、化成品（トナー） 

    (2)製紙・塗工紙関連事業……………洋紙、情報メディア製品、機能紙 

    (3)その他の事業………………………物流サービス、その他 

 
プラスチック
材料加工事業 
（百万円） 

製紙・塗工 
紙関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（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 21,351 13,010 393 34,755 － 34,755 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
7 1 853 863 (863) － 

計 21,358 13,012 1,247 35,618 (863) 34,755 

営業費用 23,251 13,279 1,043 37,574 (929) 36,645 

営業利益又は営業損失（△） △1,892 △267 203 △1,956 66 △1,889 
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