
平成21年 ６月17日
各　　位

会社名 三 菱 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長　佐藤　健
コード番号 ３８６４
問合せ先 経理部長　首藤　正樹

TEL(03)3213-3762

　平成21年5月8日に公表いたしました「平成21年３月期　決算短信」の記載内容の一部について
誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。
　なお、訂正箇所には下線を付しております。

【訂正箇所】
　７ページ
　　「２．企業集団の状況」※訂正箇所は太字及び太線で表記しております。

　12ページ
　　「４．連結財務諸表　(２) 連結損益計算書」
　13ページ
　　「４．連結財務諸表　(３) 連結株主資本等変動計算書」
　19ページ
　　「４．連結財務諸表　(６) 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」
　26ページ
　　「４．連結財務諸表　(セグメント情報) ３ 海外売上高」
　31ページ
　　「５．個別財務諸表　(２) 損益計算書

（訂正）「平成21年３月期　決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

記
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【訂正内容】

７ページ　　２．企業集団の状況

〔訂正前〕

企業集団の概略を図示すれば、次のとおりであります。

製品

【紙の販売など】
製品 ◎三菱製紙販売㈱ 製品・原材料

　その他４社

【紙の印刷・加工・販売】
製品 ◎旭感光紙㈱

◎㈱オストリッチダイヤ
　その他３社

【紙・パルプの製造・販売など】
製品 ◎東邦特殊パルプ㈱

◎三菱ﾊｲﾃｸﾍﾟｰﾊﾟｰﾋﾞｰﾚﾌｪﾙﾄGmbH
◎三菱ﾊｲﾃｸﾍﾟｰﾊﾟｰﾌﾚﾝｽﾌﾞﾙｸﾞGmbH
◎その他連結３社

【電気絶縁紙の製造】 製品・原材料
◎白菱興業㈱

【フィルター等製造・販売】
　珠海清菱浄化科技有限公司 製品・原材料
　MPM Hong Kong Limited

【原材料の製造】
◎八戸林産㈱ 原材料
◎北菱林産㈱
＊兵庫クレー㈱

【紙製品の加工・選別包装など】
◎八戸紙業㈱ サービスの提供
◎高砂紙業㈱
◎八菱興業㈱
◎北菱興業㈱

【植林関係】
＊ﾌｫﾚｽﾀﾙ･ﾃｨｴﾗ･ﾁﾚｰﾅLtda
　その他２社

【欧州子会社の統括】
◎三菱ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(ﾖｰﾛｯﾊﾟ)GmbH

製品・原材料
【紙・パルプ・写真感光材料の製造】

◎北上ハイテクペーパー㈱

製品 【紙・写真感光材料の販売など】 製品
◎㈱ピクトリコ
◎三菱ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ(ｴﾑﾋﾟｰｴﾑ), Inc.
　その他２社

【写真感光材料の販売など】
製品 ◎ダイヤミック㈱ 製品

◎三菱ﾍﾟｰﾊﾟｰGmbH
　その他３社

【写真感光材料の製造・加工など】 製品
◎京菱ケミカル㈱ サービスの提供

三

菱

製

製品
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客

紙

㈱
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真
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光
材
料
部
門
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・
パ
ル
プ
部
門

サービスの提供 【設備の保守・設計製作など】 サービスの提供
◎三菱製紙ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
　その他２社

【倉庫・運輸関連業】
サービスの提供 ◎浪速通運㈱ サービスの提供

　その他２社

サービスの提供 【スポーツ施設経営・保険代理店業など】 サービスの提供
◎菱紙㈱

【その他の事業】 サービスの提供
◎ｴﾑ･ﾋﾟｰ･ｴﾑ･ｼｪｱｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱
　その他１社

◎連結子会社（２７社）
＊持分法適用の関連会社（２社）

そ
の
他
の
部
門
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〔訂正後〕
企業集団の概略を図示すれば、次のとおりであります。

製品

【紙の販売など】
製品 ◎三菱製紙販売㈱ 製品・原材料

　その他４社

【紙の印刷・加工・販売】
製品 ◎旭感光紙㈱

◎㈱オストリッチダイヤ
　その他３社

【紙・パルプの製造・販売など】
製品 ◎東邦特殊パルプ㈱

◎三菱ﾊｲﾃｸﾍﾟｰﾊﾟｰﾋﾞｰﾚﾌｪﾙﾄGmbH
◎三菱ﾊｲﾃｸﾍﾟｰﾊﾟｰﾌﾚﾝｽﾌﾞﾙｸﾞGmbH
◎その他３社

【電気絶縁紙の製造】 製品・原材料
◎白菱興業㈱

【フィルター等製造・販売】
　珠海清菱浄化科技有限公司 製品・原材料
　MPM Hong Kong Limited

【原材料の製造】
◎八戸林産㈱ 原材料
◎北菱林産㈱
＊兵庫クレー㈱

【紙製品の加工・選別包装など】
◎八戸紙業㈱ サービスの提供
◎高砂紙業㈱
◎八菱興業㈱
◎北菱興業㈱

【植林関係】
＊ﾌｫﾚｽﾀﾙ･ﾃｨｴﾗ･ﾁﾚｰﾅLtda 原材料
　その他２社

【欧州子会社の統括】
◎三菱ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(ﾖｰﾛｯﾊﾟ)GmbH

製品・原材料
【紙・パルプ・写真感光材料の製造】

◎北上ハイテクペーパー㈱

製品 【紙・写真感光材料の販売など】 製品
◎㈱ピクトリコ
◎三菱ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ(ｴﾑﾋﾟｰｴﾑ), Inc.
　その他２社

【紙・写真感光材料の製造・加工など】 製品･サービスの提供
◎京菱ケミカル㈱

【写真感光材料の販売など】
製品 ◎ダイヤミック㈱ 製品

◎三菱ﾍﾟｰﾊﾟｰGmbH
　その他３社

㈱
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製品

サービスの提供 【設備の保守・設計製作など】 サービスの提供
◎三菱製紙ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
　その他２社

【倉庫・運輸関連業】
サービスの提供 ◎浪速通運㈱ サービスの提供

　その他２社

サービスの提供 【スポーツ施設経営・保険代理店業など】 サービスの提供
◎菱紙㈱

【その他の事業】 サービスの提供
◎ｴﾑ･ﾋﾟｰ･ｴﾑ･ｼｪｱｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱
　その他１社

◎連結子会社（２７社）
＊持分法適用の関連会社（２社）

そ
の
他
の
部
門
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12ページ　　４．連結財務諸表　(２) 連結損益計算書

〔訂正前〕

〔訂正後〕

（単位：百万円）

　　　　前連結会計年度
　　（自 平成19年４月１日
　　至 平成20年３月31日）

　　　　当連結会計年度
　　（自 平成20年４月１日
　　至 平成21年３月31日）

　売上高 258,536 253,102

　売上原価 208,974 205,745

　売上総利益 49,562 47,357

　販売費及び一般管理費 40,259 40,246

　営業利益 9,302 7,110

　営業外収益

　　 受取利息 146 194

　　 受取配当金 650 700

　　 受取保険金 483 771

　　 その他 947 1,134

　　 営業外収益合計 2,227 2,800

（単位：百万円）

　　　　前連結会計年度
　　（自 平成19年４月１日

　　至 平成20年３月31日）

　　　　当連結会計年度
　　（自 平成20年４月１日

　　至 平成21年３月31日）

　売上高 258,536 253,102

　売上原価 208,974 205,745

　売上総利益 49,562 47,357

　販売費及び一般管理費 40,259 40,246

　営業利益 9,302 7,110

　営業外収益

　　 受取利息 146 194

　　 受取配当金 650 700

　　 受取保険金 483 961

　　 その他 947 944

　　 営業外収益合計 2,227 2,800
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13ページ　　４．連結財務諸表　(３) 連結株主資本等変動計算書

〔訂正前〕

〔訂正後〕

（単位：百万円）

　　　　前連結会計年度
　　（自 平成19年４月１日
　　至 平成20年３月31日）

　　　　当連結会計年度
　　（自 平成20年４月１日
　　至 平成21年３月31日）

　　　　（略）

　　利益剰余金

　　 　前期末残高 11,349 14,035

　　　 在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ― △2,031

　　　 当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △968 △1,712

　　　　　当期純利益 3,654 1,168

　　　　　当期変動額合計 2,685 △544

　　　 当期末残高 14,035 11,459

　　　　（略）

　　株主資本合計

　　　 前期末残高 59,272 66,431

　　　 在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ― △2,031

　　　 当期変動額

　　　　　新株の発行 3,781 ―

　　　　　剰余金の配当 △968 △1,712

　　　　　当期純利益 3,654 1,168

　　　　　自己株式の取得 △26 △74

　　　　　自己株式の処分 717 23

　　　　　当期変動額合計 7,158 △596

　　　 当期末残高 66,431 63,803

（単位：百万円）

　　　　前連結会計年度
　　（自 平成19年４月１日

　　至 平成20年３月31日）

　　　　当連結会計年度
　　（自 平成20年４月１日

　　至 平成21年３月31日）

　　　　（略）

　　利益剰余金

　　 　前期末残高 11,349 14,035

　　　 在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ― △2,032

　　　 当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △968 △1,712

　　　　　当期純利益 3,654 1,168

　　　　　当期変動額合計 2,685 △544

　　　 当期末残高 14,035 11,459

　　　　（略）

　　株主資本合計

　　　 前期末残高 59,272 66,431

　　　 在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ― △2,032

　　　 当期変動額

　　　　　新株の発行 3,781 ―

　　　　　剰余金の配当 △968 △1,712

　　　　　当期純利益 3,654 1,168

　　　　　自己株式の取得 △26 △74

　　　　　自己株式の処分 717 23

　　　　　当期変動額合計 7,158 △595

　　　 当期末残高 66,431 63,803
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19ページ　　４．連結財務諸表　(６) 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

〔訂正前〕

〔訂正後〕

前連結会計年度 当連結会計年度

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に
関する当面の取り扱い）
　当連結会計年度より、「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　平成18年５月17日　実務対応報告第
18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており
ます。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連
結会計年度期首の利益剰余金が2,031百万円減少してお
ります。
　これによる当連結年度の損益に与える影響及びセグ
メントに与える影響は軽微であります。
（リース取引に関する会計基準）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、従来、賃貸借取引に係る方法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」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終
改正平成19年３月30日　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
計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年
３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を適用し、
通常の売買取引に係る会計処理によっております。
　ただし、リース取引開始日が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
を採用しております。
　なお、これによる連結財務諸表に与える影響は軽微
であります。

前連結会計年度 当連結会計年度

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に
関する当面の取り扱い）
　当連結会計年度より、「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　平成18年５月17日　実務対応報告第
18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており
ます。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連
結会計年度期首の利益剰余金が2,032百万円減少してお
ります。
　これによる当連結年度の損益に与える影響及びセグ
メントに与える影響は軽微であります。
（リース取引に関する会計基準）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、従来、賃貸借取引に係る方法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」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終
改正平成19年３月30日　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
計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年
３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を適用し、
通常の売買取引に係る会計処理によっております。
　ただし、リース取引開始日が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
を採用しております。
　なお、これによる連結財務諸表に与える影響は軽微
であります。
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26ページ　　４．連結財務諸表　(セグメント情報) ３ 海外売上高

〔訂正前〕

〔訂正後〕

31ページ　　５．個別財務諸表　(２) 損益計算書

〔訂正前〕

〔訂正後〕

以上

ヨーロッパ アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 38,682 8,030 14,466 7,470 68,650

Ⅱ　連結売上高(百万円) 253,102

Ⅲ　海外売上高の連結売
　　上高に占める割合
　　(％)

15.3 3.2 5.7 3.0 27.1

　　 当連結会計年度
 (自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

ヨーロッパ アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 39,095 8,030 13,246 7,470 67,843

Ⅱ　連結売上高(百万円) 253,102

Ⅲ　海外売上高の連結売
　　上高に占める割合
　　(％)

15.4 3.2 5.2 3.0 26.8

　　 当連結会計年度
 (自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

（単位：百万円）

　　　　前連結会計年度
　　（自 平成19年４月１日

　　至 平成20年３月31日）

　　　　当連結会計年度
　　（自 平成20年４月１日

　　至 平成21年３月31日）

　　（略）

　営業外収益

　　 受取利息 98 98

　　 受取配当金 650 1,225

　　 受取ロイヤリティー 331 428

　　 受取保険金 443 672

　　 その他 650 675

　　 営業外収益合計 2,174 3,100

（単位：百万円）

　　　　前連結会計年度
　　（自 平成19年４月１日
　　至 平成20年３月31日）

　　　　当連結会計年度
　　（自 平成20年４月１日
　　至 平成21年３月31日）

　　（略）

　営業外収益

　　 受取利息 98 98

　　 受取配当金 650 1,225

　　 受取ロイヤリティー 331 428

　　 受取保険金 443 862

　　 その他 650 485

　　 営業外収益合計 2,174 3,100
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