
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：有 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  10,814  8.5  1,009  481.1  932  541.0  604  －

22年３月期第１四半期  9,971  △10.9  173  －  145  －  53  －

  
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 

23年３月期第１四半期  11  85        －

22年３月期第１四半期  1  14        －

  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 

23年３月期第１四半期  48,610  11,370  21.5  204  67

22年３月期  48,507  10,705  20.5  195  25

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 10,440百万円 22年３月期 9,960百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期       － 0 00      － 0 00  0  00

23年３月期       －

23年３月期（予想） 0 00      － 5 00  5  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  22,000  7.6  1,600  235.7  1,450  211.4  800  249.9  15  68

通期  44,000  4.3  2,300  66.0  1,950  61.9  1,100  182.0  21  56



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短 

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しております。 

※  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22年５月14日に公表いたしました配当予想は、期末配当を本資料において修正しております。  

２.平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間及び通期を本資料において修  

  正しております。 

３.当資料に記載の業績予想は、決算発表日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予想値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[添付資料]Ｐ.３「当四半期の連結業績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 をご覧ください。   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 51,947,031株 22年３月期 51,947,031株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 934,136株 22年３月期 932,831株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 51,013,523株 22年３月期１Ｑ 47,149,314株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、雇用情勢に依然として厳しさが残るものの、企業収益の改善

が続く中で、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、景気は着実に持ち直してきました。  

 このような経済状況の下、当社グループの主力事業であるプラスチック材料加工事業において、フラットパネル

ディスプレイ（以下ＦＰＤと略す。）関連製品や半導体関連製品の受注が増加するとともに、化成品（トナー）も

堅調に推移したことなどから、当第１四半期連結会計期間における売上高は、前年同期に比べ８億４千３百万円増

収の108億１千４百万円(8.5％増)となりました。 

 利益面につきましては、前連結会計年度に引き続き労務費低減等を含む総合的な経営合理化策を強力に推進する

中で、主力製品の受注が着実に回復するとともに、比較的収益性の高い製品群の出荷が増加したことなどから、当

第１四半期連結会計期間における営業利益は前年同期に比べ８億３千５百万円増益の10億９百万円（481.1％増）

となり、経常利益は前年同期に比べ７億８千７百万円増益の９億３千２百万円（541.0％増）となりました。ま

た、四半期純利益は前年同期に比べ５億５千万円増益の６億４百万円となりました。  

  

 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関連製品及び半導体関連製品は、受注が着実に増加するとともに新製品投入の効果により増収になりまし

た。また、化成品（トナー）につきましても、海外需要を中心に堅調に推移しました。この結果、売上高は74億８

千５百万円（対前年同期比14.9％増）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、増収に加えて収益改善対策の効果が大きく現れ、営業利益

は９億４千９百万円（対前年同期比432.8％増）となりました。 

  

②製紙・塗工紙関連事業  

 製紙・塗工紙関連事業は、全般的に受注に持ち直しの兆候が見られるものの、一部製品がライフサイクルの衰退

期を迎えていることなどから、売上高は33億４百万円（対前年同期比3.7％減）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、売上高減少の影響を受けたものの、収益改善対策を推進した結

果、営業損益は前年同期に比べ７千１百万円改善し、３千９百万円の営業利益となりました。 

  

（参考） セグメントの概況                        （単位：百万円 比率：％）  

  （注） 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 

20号平成20年３月21日）に基づくマネジメント・アプローチにより、セグメント情報を開示しております。 

なお、前連結会計年度における事業の種類別セグメントと当連結会計年度におけるセグメントとの間に変更  

がないため、前年同四半期比を記載しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、486億１千万円で、前連結会計年度末に比べ１億２百万円の

増加となりました。流動資産は254億４千４百万円で、前連結会計年度末に比べ７億４千１百万円の増加となり、

その主な要因は現金及び預金が増加したことによるものです。固定資産は231億６千５百万円で、前連結会計年度

末に比べ６億３千８百万円の減少となり、その主な要因は償却による有形固定資産の減少によるものです。 

 負債合計は、372億３千９百万円で、前連結会計年度末に比べ５億６千２百万円の減少となりました。流動負債

は185億６百万円で、前連結会計年度末に比べ30億８千万円の減少となり、その主な要因は１年内返済予定の長期

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  

売上高  営業利益 

前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間

増減率 
前第１四半期
連結会計期間 

当第１四半期
連結会計期間 

増減率  

プラスチック材料加工事業  6,515  7,485  14.9  178  949  432.8

製紙・塗工紙関連事業  3,429  3,304  △3.7  △32  39 － 

その他  26  25  △3.0  3  6  103.0

計  9,971  10,814  8.5  149  996  566.7

調整額  － － －  24  12 － 

四半期連結損益計算書計上額   9,971  10,814  8.5  173  1,009  481.1

㈱巴川製紙所(3878)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－2－



借入金の減少によるものです。固定負債は187億３千３百万円で、前連結会計年度末に比べ25億１千８百万円の増

加となり、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１四半期連結会計期間末における有利子

負債残高は、229億３千１百万円と、前連結会計年度末に比べ10億２千万円の減少となりました。 

 また、純資産は、113億７千万円で、前連結会計年度末に比べ６億６千４百万円の増加となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四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８億６千６百万円増加

し、64億８千４百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が２億２百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益

９億１千８百万円の計上に加え、仕入債務が８億７千８百万円増加し、売上債権が２億２千３百万円減少したこと

などから17億４千４百万円の増加となり、前年同期と比べ17億５千２百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が５千万円あったことなどから、４千８

百万円の減少となり、前年同期と比べ１億１千４百万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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が48億５千２百万円あったものの、長期借入金の

返済による支出が56億４千８百万円あったことなどから８億４千３百万円の減少となり、株式発行による収入があ

った前年同期と比べ23億６千５百万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、２期連続の経常黒字を必達目標として前連結会計年度に引き続き原価低減諸施策を強力に推進

する中で、当第１四半期連結会計期間の業績は、当社グループの主力事業であるプラスチック材料加工事業におい

て、受注回復が着実に進行するとともに比較的収益性の高い製品群の出荷比率が増加したこと、為替レートが想定

より円安に推移したことなどから、利益面において当初の計画を大幅に上回る状況となりました。 

 これに伴い、平成22年５月14日に公表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を上方修正するととも

に、これまで未定としていた期末配当予想を１株当たり５円に修正いたしました。 

 詳しくは、本日公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。    

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１.簡便な会計処理 

  税金費用の算定方法  

    当第１四半期連結会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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ１百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、８百万円減少して

おります。 

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。   

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,546 5,677

受取手形及び売掛金 9,254 9,538

製品 5,587 5,521

仕掛品 79 67

原材料及び貯蔵品 2,049 2,003

その他 1,943 1,919

貸倒引当金 △16 △25

流動資産合計 25,444 24,703

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,028 9,168

機械装置及び運搬具（純額） 5,836 6,065

その他（純額） 4,778 4,883

有形固定資産合計 19,643 20,117

無形固定資産 616 648

投資その他の資産   

その他 2,907 3,040

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,905 3,038

固定資産合計 23,165 23,804

資産合計 48,610 48,507

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,174 7,358

短期借入金 1,548 1,781

1年内返済予定の長期借入金 5,357 8,733

未払法人税等 306 205

賞与引当金 131 391

その他 2,988 3,116

流動負債合計 18,506 21,587

固定負債   

長期借入金 16,026 13,436

退職給付引当金 1,899 1,919

役員退職慰労引当金 121 118

負ののれん 32 36

その他 654 702

固定負債合計 18,733 16,214

負債合計 37,239 37,802
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,894 2,894

資本剰余金 3,582 3,582

利益剰余金 4,995 4,390

自己株式 △322 △322

株主資本合計 11,149 10,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47 127

繰延ヘッジ損益 0 △5

為替換算調整勘定 △756 △706

評価・換算差額等合計 △708 △584

少数株主持分 929 744

純資産合計 11,370 10,705

負債純資産合計 48,610 48,507

㈱巴川製紙所(3878)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－5－



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,971 10,814

売上原価 8,413 8,582

売上総利益 1,557 2,232

販売費及び一般管理費 1,383 1,223

営業利益 173 1,009

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 15 16

負ののれん償却額 4 －

持分法による投資利益 － 4

補助金収入 97 18

その他 53 39

営業外収益合計 173 78

営業外費用   

支払利息 120 117

為替差損 59 23

持分法による投資損失 0 －

その他 20 14

営業外費用合計 201 154

経常利益 145 932

特別利益   

固定資産売却益 0 2

その他 1 7

特別利益合計 1 10

特別損失   

固定資産除却損 10 18

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6

その他 15 －

特別損失合計 25 24

税金等調整前四半期純利益 121 918

法人税、住民税及び事業税 11 202

法人税等調整額 32 83

法人税等合計 43 286

少数株主損益調整前四半期純利益 － 631

少数株主利益 23 27

四半期純利益 53 604
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 121 918

減価償却費 664 578

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56 △20

受取利息及び受取配当金 △18 △16

支払利息 120 117

為替差損益（△は益） 0 2

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △2

補助金収入 △97 △18

売上債権の増減額（△は増加） △808 223

たな卸資産の増減額（△は増加） 504 △202

仕入債務の増減額（△は減少） 128 878

その他 △465 △492

小計 181 1,959

利息及び配当金の受取額 30 16

利息の支払額 △195 △147

法人税等の支払額 △114 △103

その他の収入 97 18

その他の支出 △7 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △7 1,744

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 △176 △50

有形固定資産の売却による収入 0 3

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

その他 14 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △163 △48

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） △117 △244

長期借入れによる収入 6 4,852

長期借入金の返済による支出 △127 △5,648

株式の発行による収入 1,799 －

少数株主からの払込みによる収入 － 159

自己株式の取得による支出 △0 －

その他 △39 37

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,522 △843

現金及び現金同等物に係る換算差額 93 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,444 866

現金及び現金同等物の期首残高 2,445 5,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,889 6,484
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

〔海外売上高〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

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  6,515  3,429  26  9,971  －  9,971

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  135  250  386 （386）  －

 計  6,515  3,565  276  10,357 （386）  9,971

 営業利益又は営業損失（△）  178  △32  3  149  24  173

  
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  8,189  993  295  493  9,971  －  9,971

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 756  179  0  63  1,000 （1,000）  －

 計  8,945  1,173  295  557  10,971 （1,000）  9,971

 営業利益  103  1  9  51  165  8  173

  北米 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  710  712  1,576  111  3,110

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  9,971

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 7.1  7.2  15.8  1.1  31.2
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〔セグメント情報〕  

１.報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会及び代表取締

役社長（CEO）が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。 

 当社は、事業部を基本単位として製品分野別に展開している事業を、製品内容や経済的特徴等の類似性に基づい

て「プラスチック材料加工事業」と「製紙・塗工紙関連事業」の２つに集約し、包括的な事業戦略を立案・実行し

ております。  

従って、当社は、「プラスチック材料加工事業」と「製紙・塗工紙関連事業」を２つの報告セグメントとして

おります。 

「プラスチック材料加工事業」は、ＦＰＤ関連製品、半導体関連製品、化成品（トナー）の生産・販売を行っ

ております。「製紙・塗工紙関連事業」は、製紙関連製品、機能紙関連製品、塗工紙関連製品の生産・販売を行っ

ております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス等を含んでお 

ります。 

２．セグメント利益の調整額12百万円は、セグメント間取引消去額であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

      

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

プラスチッ
ク材料加工

事業 

製紙・塗工
紙関連事業 

計 

売上高             

外部顧客への

売上高 
 7,485  3,304  10,789  25  10,814  －  10,814

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  115  115  232  348  △348  －

計  7,485  3,420  10,905  258  11,163  △348  10,814

セグメント利益  949  39  989  6  996  12  1,009

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱巴川製紙所(3878)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－9－




