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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加等による企業業績の改善により、緩や

かな回復傾向にありましたが、雇用情勢や個人消費は引き続き厳しい状況のまま推移いたしました。 

 また、急激な円高の進行や株価の低迷など、先行き不透明な状況が続いてまいりました。 

 紙業界におきましても、依然として需要が回復せず、販売価格の下落ともあいまって厳しい経営環境

が続いてまいりました。 

かかる状況のもと、当社グループは、採算性を重視した販売活動を徹底してまいりましたが、需要の

低迷や販売価格の下落により、売上高は14,347百万円(前年同期比11.3％減)となりました。利益につき

ましては、販管費の削減を図ったものの、売上高の減少により営業利益は18百万円(前年同期比30.1％

減)となり、金融コスト圧縮により経常利益は33百万円(前年同期比36.0％増)、四半期純利益は27百万

円(前年同期比20.3％増)となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて1,611百万円減少し、

10,392百万円となりました。これは主に現金及び預金が180百万円、受取手形及び売掛金が1,334百万円

それぞれ減少したためであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて1,548百万円減少し7,569百万円となりました。これは主に支払手

形及び買掛金が773百万円及び短期借入金が720百万円減少したためであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて63百万円減少し、2,822百万円となりました。これは主にその

他有価証券評価差額金が56百万円減少したためであります。 

  

平成22年11月９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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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当四半期連結会計期間における重要な子会社の異動はありません。 

  

《簡便な会計処理》 

 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する方法によっております。 

 ② 経過勘定科目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による

概算額で計上する方法によっております。 

《特有の会計処理》 

  該当事項はありません。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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。 

 なお、これによる営業利益、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。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 831,514 1,011,708

受取手形及び売掛金 3,788,672 5,123,284

商品及び製品 614,715 622,780

未収入金 723,410 645,207

その他 54,713 66,925

貸倒引当金 △25,290 △45,461

流動資産合計 5,987,735 7,424,445

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,610,123 2,599,105

減価償却累計額 △1,263,591 △1,214,390

建物及び構築物（純額） 1,346,531 1,384,714

機械装置及び運搬具 305,097 303,667

減価償却累計額 △268,140 △260,046

機械装置及び運搬具（純額） 36,957 43,621

土地 1,417,953 1,417,953

その他 134,476 134,027

減価償却累計額 △110,260 △103,092

その他（純額） 24,216 30,934

有形固定資産合計 2,825,659 2,877,224

無形固定資産   

のれん 687,534 717,427

その他 44,118 60,350

無形固定資産合計 731,653 777,778

投資その他の資産   

投資有価証券 527,689 553,131

出資金 215,841 218,851

その他 104,200 152,958

投資その他の資産合計 847,731 924,941

固定資産合計 4,405,044 4,579,944

資産合計 10,392,779 12,004,389
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,656,468 6,429,882

短期借入金 500,000 1,220,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

賞与引当金 24,781 78,240

その他 214,658 195,485

流動負債合計 6,455,908 7,983,607

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 180,000 210,000

退職給付引当金 409,707 401,370

その他 24,200 22,950

固定負債合計 1,113,907 1,134,320

負債合計 7,569,816 9,117,928

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,381,052 2,381,052

資本剰余金 776,560 776,560

利益剰余金 73,987 79,416

自己株式 △258,115 △258,115

株主資本合計 2,973,485 2,978,914

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △145,569 △89,149

為替換算調整勘定 △7,127 △4,851

評価・換算差額等合計 △152,696 △94,001

少数株主持分 2,175 1,548

純資産合計 2,822,963 2,886,461

負債純資産合計 10,392,779 12,004,389
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 16,182,927 14,347,451

売上原価 14,185,809 12,442,882

売上総利益 1,997,118 1,904,568

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 833,261 792,164

賞与引当金繰入額 38,399 24,473

退職給付費用 84,993 89,245

減価償却費 72,094 59,271

その他 941,247 920,447

販売費及び一般管理費合計 1,969,997 1,885,601

営業利益 27,120 18,966

営業外収益   

受取利息 4,169 2,343

受取配当金 25,611 27,752

設備賃貸料 8,602 6,663

その他 3,451 13,374

営業外収益合計 41,834 50,133

営業外費用   

支払利息 21,784 16,523

手形売却損 14,227 11,431

その他 8,352 7,693

営業外費用合計 44,364 35,648

経常利益 24,590 33,451

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,904 16,796

その他 － 302

特別利益合計 12,904 17,098

特別損失   

特別退職金 － 14,978

特別損失合計 － 14,978

税金等調整前四半期純利益 37,494 35,572

法人税、住民税及び事業税 14,396 7,066

過年度法人税等 － 95

法人税等合計 14,396 7,162

少数株主損益調整前四半期純利益 － 28,410

少数株主利益 － 626

四半期純利益 23,098 27,783
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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(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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