
 

平成 23 年 5月 24 日 

各      位 

会 社 名   大王製紙株式会社 

代表者名   取締役社長     井川  意高 

（コード：3880、東証第一部） 

問合せ先   取締役経理部長  魚田  敏夫 

（TEL．0896－23－9006） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 23年 5月 13日に発表しました平成 23年 3月期決算短信に一部訂正を要する箇所がありました

ので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

１．訂正内容 

平成 23 年 5 月 13 日に発表いたしました「特別損失の計上に関するお知らせ」において、平成

24年3月期第1四半期に金王衛生用品有限公司への出資比率を引き下げることに伴う特別損失（出

資金譲渡損等） 約 22億円を、平成24年 3月期第 1四半期に計上する見込みとしておりましたが、

平成 23 年 3 月期の後発事象として計上することにいたしました。また、平成 23 年 3 月期の後発

事象としたため、平成 24年 3 月期の業績予想も見直しました。これに伴い、連結財務諸表等の関

連する項目について訂正するものです。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所には、下線＿＿＿を付して表示しています。 
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サマリー情報
1．平成23年3月期の連結業績 （平成22年4月１日～平成23年3月31日）

（1）連結経営成績

（訂正前） (％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 －

22年3月期 －

（注）　包括利益 23年3月期  △4,477百万円（－％） 22年3月期  6,497百万円（－％）

23年3月期 －

22年3月期 －

（参考）　持分法投資損益 23年3月期  －百万円 22年3月期  －百万円

（訂正後） (％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 －

22年3月期 －

（注）　包括利益 23年3月期  △6,469百万円（－％） 22年3月期  6,497百万円（－％）

23年3月期 －

22年3月期 －

（参考）　持分法投資損益 23年3月期  －百万円 22年3月期  －百万円

（2）連結財政状態

（訂正前）

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

23年3月期

22年3月期

（参考）　自己資本 23年3月期  102,043百万円 22年3月期  110,489百万円

（訂正後）

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

23年3月期

22年3月期

（参考）　自己資本 23年3月期  100,051百万円 22年3月期  110,489百万円

円  銭 ％

14.9

2.0

△5.7

1.4

△49.21

百万円  百万円

686,510

14.6

707,053 137,149

 百万円  ％

410,159 △3.1

423,105

824.44

892.10

129,687

１株当たり当期純利益

3.2

5.4

 ％

12.55

円  銭 円  銭

売上高営業利益率

 ％

0.8

808.35

 ％

△60.2 △6,092

 ％  ％

△41.9

 ％

131,679

15.6

5,515

 ％

13,227

自己資本当期純利益率 総資産経常利益率
潜在株式調整後1株当

たり当期純利益

△9.2 22,776 24.5 13,858

円  銭

684,518

707,053 137,149 15.6 892.10

27.5 1,554

百万円

 ％  ％  ％  ％

410,159 △3.1 13,227 △41.9 5,515 △60.2 △8,084

423,105 △9.2 22,776 24.5 13,858 27.5 1,554

売上高営業利益率

 ％

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当

たり当期純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率

円  銭 円  銭  ％  ％

△65.30 △7.7 0.8 3.2

12.55 1.4 2.0 5.4
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サマリー情報
2．配当の状況

（訂正前）

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 百万円 ％ ％

22年3月期

23年3月期

（訂正後）

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 百万円 ％ ％

22年3月期

23年3月期

3．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

（訂正前） (％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

通期

（訂正後） (％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

通期

24年3月期
（予想）

－

－

－

4.00

4.00

4.00

－

－

△14.54

8.08

200

第2四半期
(累計)

207,000 3.8

428,000 4.3

△1,800 －

1,000

配当金総額
（合計）

1,075

1,074

8.50

8.50

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）

67.7

－ 1.0

配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）

8.50－

4.50

105.2

1.0

4.50

4.50

－

△22.8

14,300 8.1

1,8005,700 △47.2

6,500 17.8

8.50 1,075－ 4.00 － 4.50 67.7 1.0

－ 4.00 － 4.50 8.50 1,074 － 1.0

24年3月期
（予想）

－ 4.00 － 4.50 8.50 35.1

第2四半期
(累計)

207,000 3.8 5,700 △22.8 1,800 △47.2 － 1.62

428,000 4.3 14,300 8.1 6,500 17.8 3,000 － 24.24
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サマリー情報
（参考）個別業績の概要

1．平成23年3月期の個別業績 （平成22年4月１日～平成23年3月31日）

（1）個別経営成績

（訂正前） (％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 － －

22年3月期 －

23年3月期 －

22年3月期 －

（訂正後） (％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 － －

22年3月期 －

23年3月期 －

22年3月期 －

（2）個別財政状態

（訂正前）

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

23年3月期

22年3月期

（参考）　自己資本 23年3月期  122,178百万円 22年3月期  132,825百万円

（訂正後）

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

23年3月期

22年3月期

（参考）　自己資本 23年3月期  120,186百万円 22年3月期  132,825百万円

9,291 7.8

△3,078 △12,224

2,853

346,250 △2.9 2,574 △72.3

 ％  ％  ％  ％

0.71

△80.93

円  銭 円  銭

89

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当

たり当期純利益

△24.5△8.7356,629 9,291 7.8

346,250 △2.9 2,574 △72.3 △3,078 △10,232

 ％  ％  ％  ％

2,853 △24.5 89

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当

たり当期純利益

356,629 △8.7

△96.68

円  銭 円  銭

0.71

百万円  百万円  ％ 円  銭

529,831 122,178 23.1 966.60

546,271 132,825 24.3 1,050.15

百万円  百万円  ％ 円  銭

527,839 120,186 22.8 950.84

546,271 132,825 24.3 1,050.15
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添付資料 ２ページ
１．経営成績
  (1)経営成績に関する分析

（訂正前）

  以上の取り組みを継続して実施した結果、当連結会計年度の連結業績は、以下のとおりとなりました。

連結売上高 百万円 （前期比 ％減）

連結営業利益 百万円 （前期比 ％減）

連結経常利益 百万円 （前期比 ％減）

連結当期純利益 百万円 （前期比 ％  ）

（訂正後）

  以上の取り組みを継続して実施した結果、当連結会計年度の連結業績は、以下のとおりとなりました。

連結売上高 百万円 （前期比 ％減）

連結営業利益 百万円 （前期比 ％減）

連結経常利益 百万円 （前期比 ％減）

連結当期純利益 百万円 （前期比 ％  ）

添付資料 ３ページ
１．経営成績
  (1)経営成績に関する分析

（訂正前）

  なお、当事業年度の個別業績は、以下のとおりです。

売上高 百万円 （前期比 ％減）

営業利益 百万円 （前期比 ％減）

経常利益 百万円 （前期比 ％  ）

当期純利益 百万円 （前期比 ％  ）

（訂正後）

  なお、当事業年度の個別業績は、以下のとおりです。

売上高 百万円 （前期比 ％減）

営業利益 百万円 （前期比 ％減）

経常利益 百万円 （前期比 ％  ）

当期純利益 百万円 （前期比 ％  ）

   （次期の見通し）

（訂正前）

    平成24年３月期の連結業績につきましては、売上高428,000百万円、営業利益14,300百万円、経常利益6,500百万円、

  当期純利益1,000百万円を予想しております。

（訂正後）

    平成24年３月期の連結業績につきましては、売上高428,000百万円、営業利益14,300百万円、経常利益6,500百万円、

  当期純利益3,000百万円を予想しております。

410,159 3.1

13,227 41.9

5,515 60.2

13,227 41.9

5,515 60.2

△6,092 －

410,159 3.1

△10,232 －

△8,084 －

346,250 2.9

2,574 72.3

△3,078 －

△12,224 －

346,250 2.9

2,574 72.3

△3,078 －
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添付資料 ６ページ
４．連結財務諸表
   （１）連結貸借対照表

（訂正前） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 136,070 130,153

受取手形及び売掛金 98,584 93,952

商品及び製品 29,292 33,554

仕掛品 4,462 4,586

原材料及び貯蔵品 16,718 16,285

繰延税金資産 3,036 3,350

その他 6,312 10,878

貸倒引当金 △451 △407

流動資産合計 294,026 292,352

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券 31,503 29,150

長期貸付金 4,651 5,030

繰延税金資産 11,008 11,299

その他 13,171 13,175

貸倒引当金 △1,111 △1,116

投資その他の資産合計 59,222 57,538

固定資産合計 412,949 394,039

繰延資産 77 118

資産合計 707,053 686,510

（訂正後） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 136,070 130,153

受取手形及び売掛金 98,584 93,952

商品及び製品 29,292 33,554

仕掛品 4,462 4,586

原材料及び貯蔵品 16,718 16,285

繰延税金資産 3,036 3,152

その他 6,312 10,878

貸倒引当金 △451 △407

流動資産合計 294,026 292,155

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券 31,503 29,150

長期貸付金 4,651 5,030

繰延税金資産 11,008 11,694

その他 13,171 12,275

貸倒引当金 △1,111 △2,406

投資その他の資産合計 59,222 55,744

固定資産合計 412,949 392,245

繰延資産 77 118

資産合計 707,053 684,518
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添付資料 ７ページ
４．連結財務諸表
   （１）連結貸借対照表

（訂正前） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 30,415 30,415

資本剰余金 29,402 29,402

利益剰余金 68,548 61,472

自己株式 △3,638 △3,697

株主資本合計 124,727 117,592

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,207 △3,317

為替換算調整勘定 △10,030 △12,231

その他の包括利益累計額合計 △14,237 △15,549

少数株主持分 26,659 29,636

純資産合計 137,149 131,679

負債純資産合計 707,053 686,510

（訂正後） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 30,415 30,415

資本剰余金 29,402 29,402

利益剰余金 68,548 59,480

自己株式 △3,638 △3,697

株主資本合計 124,727 115,600

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,207 △3,317

為替換算調整勘定 △10,030 △12,231

その他の包括利益累計額合計 △14,237 △15,549

少数株主持分 26,659 29,636

純資産合計 137,149 129,687

負債純資産合計 707,053 684,518
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添付資料 ８ページ
４．連結財務諸表
   （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

      （連結損益計算書）

（訂正前） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

特別損失

固定資産除売却損 1,277 614

固定資産圧縮損 1,959 452

投資有価証券評価損 － 7,479

のれん償却額 581 328

災害による損失 － 834

減損損失 ※2 64 ※2 73

環境対策引当金繰入額 361 －

その他 674 771

特別損失合計 4,917 10,555

12,136 △3,586

法人税、住民税及び事業税 5,249 2,893

法人税等調整額 558 △3,461

法人税等合計 5,807 △567

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △3,019

少数株主利益 4,774 3,073

当期純利益又は当期純損失（△） 1,554 △6,092

（訂正後） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

特別損失

固定資産除売却損 1,277 614

固定資産圧縮損 1,959 452

投資有価証券評価損 － 7,479

のれん償却額 581 328

災害による損失 － 834

減損損失 ※2 64 ※2 73

貸倒引当金繰入額 － 1,294

環境対策引当金繰入額 361 －

その他 674 1,667

特別損失合計 4,917 12,744

12,136 △5,776

法人税、住民税及び事業税 5,249 2,893

法人税等調整額 558 △3,658

法人税等合計 5,807 △765

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △5,011

少数株主利益 4,774 3,073

当期純利益又は当期純損失（△） 1,554 △8,084

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）
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添付資料 ９ページ
４．連結財務諸表
   （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

      （連結包括利益計算書）

（訂正前） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △3,019

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 906

為替換算調整勘定 － △2,364

その他の包括利益合計 － ※2 △1,458

包括利益 － ※1 △4,477

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △7,404

少数株主に係る包括利益 － 2,927

（訂正後） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △5,011

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 906

為替換算調整勘定 － △2,364

その他の包括利益合計 － ※2 △1,458

包括利益 － ※1 △6,469

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △9,396

少数株主に係る包括利益 － 2,927
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添付資料 10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） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

株主資本

利益剰余金

前期末残高 67,861 68,548

当期変動額

剰余金の配当 △868 △982

当期純利益又は当期純損失（△） 1,554 △6,092

当期変動額合計 686 △7,075

当期末残高 68,548 61,472

株主資本合計

前期末残高 124,110 124,727

当期変動額

剰余金の配当 △868 △982

当期純利益又は当期純損失（△） 1,554 △6,092

自己株式の取得 △69 △58

当期変動額合計 616 △7,134

当期末残高 124,727 117,592

（訂正後） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

株主資本

利益剰余金

前期末残高 67,861 68,548

当期変動額

剰余金の配当 △868 △982

当期純利益又は当期純損失（△） 1,554 △8,084

当期変動額合計 686 △9,067

当期末残高 68,548 59,480

株主資本合計

前期末残高 124,110 124,727

当期変動額

剰余金の配当 △868 △982

当期純利益又は当期純損失（△） 1,554 △8,084

自己株式の取得 △69 △58

当期変動額合計 616 △9,126

当期末残高 124,727 115,600
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添付資料 11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） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

純資産合計

前期末残高 131,596 137,149

当期変動額

剰余金の配当 △868 △982

当期純利益又は当期純損失（△） 1,554 △6,092

自己株式の取得 △69 △58

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,935 1,664

当期変動額合計 5,552 △5,469

当期末残高 137,149 131,679

（訂正後） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

純資産合計

前期末残高 131,596 137,149

当期変動額

剰余金の配当 △868 △982

当期純利益又は当期純損失（△） 1,554 △8,084

自己株式の取得 △69 △58

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,935 1,664

当期変動額合計 5,552 △7,461

当期末残高 137,149 129,687
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添付資料 12ページ
４．連結財務諸表
   （４）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,136 △3,586

減価償却費 32,993 32,850

減損損失 64 73

のれん償却額 1,703 1,219

貸倒引当金の増減額（△は減少） △205 △39

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,479

投資有価証券売却損益（△は益） △318 △34

退職給付引当金の増減額（△は減少） △338 123

受取利息及び受取配当金 △1,215 △962

支払利息 8,992 8,293

有形固定資産売却損益（△は益） △11 △254

有形固定資産除却損 1,243 608

売上債権の増減額（△は増加） 4,959 4,629

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,369 △3,952

仕入債務の増減額（△は減少） △289 863

固定資産圧縮損 1,959 452

補助金収入 △1,095 △600

受取保険金 △1,456 △266

その他の資産・負債の増減額 △305 815

その他 △1,956 △2,098

小計 75,228 45,613

法人税等の支払額 △3,899 △5,431

補助金の受取額 1,095 599

保険金の受取額 1,456 254

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,881 41,036

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）
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（訂正後） （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,136 △5,776

減価償却費 32,993 32,850

減損損失 64 73

のれん償却額 1,703 1,219

貸倒引当金の増減額（△は減少） △205 1,249

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,479

投資有価証券売却損益（△は益） △318 △34

退職給付引当金の増減額（△は減少） △338 123

受取利息及び受取配当金 △1,215 △962

支払利息 8,992 8,293

有形固定資産売却損益（△は益） △11 △254

有形固定資産除却損 1,243 608

売上債権の増減額（△は増加） 4,959 4,629

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,369 △3,952

仕入債務の増減額（△は減少） △289 863

固定資産圧縮損 1,959 452

補助金収入 △1,095 △600

受取保険金 △1,456 △266

その他の資産・負債の増減額 △305 815

その他 △1,956 △1,198

小計 75,228 45,613

法人税等の支払額 △3,899 △5,431

補助金の受取額 1,095 599

保険金の受取額 1,456 254

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,881 41,036

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）
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添付資料 22～23ページ
 （セグメント情報等）

  ｄ．セグメント情報

       当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

       ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

（訂正前） （単位：百万円）

報告セグメント

売上高

外部顧客への売上高 283,389 120,018 403,408 6,750 410,159 － 410,159

15,878 4 15,882 10,231 26,114 △26,114 －

計 299,267 120,023 419,291 16,981 436,273 △26,114 410,159

セグメント利益 11,855 4,755 16,610 672 17,283 △4,055 13,227

セグメント資産 458,704 154,123 612,827 39,943 652,771 33,738 686,510

その他の項目

減価償却費 27,805 4,724 32,530 319 32,850 － 32,850

13,506 7,559 21,065 992 22,057 － 22,057

（訂正後） （単位：百万円）

報告セグメント

売上高

外部顧客への売上高 283,389 120,018 403,408 6,750 410,159 － 410,159

15,878 4 15,882 10,231 26,114 △26,114 －

計 299,267 120,023 419,291 16,981 436,273 △26,114 410,159

セグメント利益 11,855 4,755 16,610 672 17,283 △4,055 13,227

セグメント資産 458,704 151,933 610,638 39,943 650,582 33,936 684,518

その他の項目

減価償却費 27,805 4,724 32,530 319 32,850 － 32,850

13,506 7,559 21,065 992 22,057 － 22,057

       ４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（訂正前） （単位：百万円）

資  産 金額

報告セグメント計 612,827

その他の資産 39,943

全社資産（注） 33,738

連結財務諸表の資産合計 686,510

（訂正後） （単位：百万円）

資  産 金額

報告セグメント計 610,638

その他の資産 39,943

全社資産（注） 33,936

連結財務諸表の資産合計 684,518

その他
（注１）

合計
紙・板紙

ホーム＆
パーソナル

ケア
計

合計 調整額
連結財務諸
表計上額
（注２）

調整額
連結財務諸
表計上額
（注２）

ホーム＆
パーソナル

ケア
計

セグメント間の内部売上高又は
振替高

その他
（注１）

セグメント間の内部売上高又は
振替高

有形固定資産及び無形固定資産
の増加額

有形固定資産及び無形固定資産
の増加額

紙・板紙
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添付資料 24ページ
  （１株当たり情報）

（訂正前）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自  平成21年４月１日  （自  平成22年４月１日  

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 892円10銭 １株当たり純資産額 824円44銭

１株当たり当期純利益金額 12円55銭 １株当たり当期純損失金額（△） △49円21銭

（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前連結会計年度 当連結会計年度

（自  平成21年４月１日  （自  平成22年４月１日  

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）

普通株主に帰属しない金額（百万円）

期中平均株式数（千株）

（訂正後）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自  平成21年４月１日  （自  平成22年４月１日  

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 892円10銭 １株当たり純資産額 808円35銭

１株当たり当期純利益金額 12円55銭 １株当たり当期純損失金額（△） △65円30銭

（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前連結会計年度 当連結会計年度

（自  平成21年４月１日  （自  平成22年４月１日  

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）

普通株主に帰属しない金額（百万円）

期中平均株式数（千株）

1,554

－

△6,092

－

△6,092

123,813

△8,084

123,813123,900

△8,084

－

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）（百万円）

1,554

－

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）（百万円）

1,554

1,554

123,900
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添付資料 25ページ
５．個別財務諸表
   （１）貸借対照表

（訂正前） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 87,732 87,788

受取手形 13,248 10,999

売掛金 73,446 73,102

商品及び製品 26,522 30,490

仕掛品 2,502 2,736

原材料及び貯蔵品 11,359 10,450

前渡金 1,281 1,982

前払費用 2,327 2,513

繰延税金資産 1,352 2,075

その他 2,379 2,098

貸倒引当金 △41 △10

流動資産合計 222,111 224,227

（訂正後） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 87,732 87,788

受取手形 13,248 10,999

売掛金 73,446 73,102

商品及び製品 26,522 30,490

仕掛品 2,502 2,736

原材料及び貯蔵品 11,359 10,450

前渡金 1,281 1,982

前払費用 2,327 2,513

繰延税金資産 1,352 1,877

その他 2,379 2,098

貸倒引当金 △41 △10

流動資産合計 222,111 224,029
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添付資料 26ページ
５．個別財務諸表
   （１）貸借対照表

（訂正前） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

資産の部

投資その他の資産

投資有価証券 27,047 23,910

関係会社株式 21,004 18,270

出資金 31 31

関係会社出資金 10,585 10,606

長期貸付金 3,004 3,003

役員及び従業員に対する長期貸付金 0 0

関係会社長期貸付金 2,799 2,950

長期前払費用 448 1,219

繰延税金資産 7,610 7,753

その他 5,447 5,062

貸倒引当金 △258 △260

投資その他の資産合計 77,721 72,547

固定資産合計 324,103 305,500

繰延資産

社債発行費 57 103

繰延資産合計 57 103

資産合計 546,271 529,831

（訂正後） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

資産の部

投資その他の資産

投資有価証券 27,047 23,910

関係会社株式 21,004 18,270

出資金 31 31

関係会社出資金 10,585 9,706

長期貸付金 3,004 3,003

役員及び従業員に対する長期貸付金 0 0

関係会社長期貸付金 2,799 2,950

長期前払費用 448 1,219

繰延税金資産 7,610 8,148

その他 5,447 5,062

貸倒引当金 △258 △1,550

投資その他の資産合計 77,721 70,752

固定資産合計 324,103 303,706

繰延資産

社債発行費 57 103

繰延資産合計 57 103

資産合計 546,271 527,839
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添付資料 27ページ
５．個別財務諸表
   （１）貸借対照表

（訂正前） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 30,415 30,415

資本剰余金

資本準備金 29,402 29,402

資本剰余金合計 29,402 29,402

利益剰余金

利益準備金 5,621 5,621

その他利益剰余金

配当準備積立金 3,032 3,032

海外資源開発準備金 800 800

固定資産圧縮積立金 786 720

別途積立金 70,300 70,300

繰越利益剰余金 △1,035 △12,276

利益剰余金合計 79,504 68,197

自己株式 △2,299 △2,358

株主資本合計 137,022 125,656

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,197 △3,478

評価・換算差額等合計 △4,197 △3,478

純資産合計 132,825 122,178

負債純資産合計 546,271 529,831

（訂正後） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
(平成22年３月31日） (平成23年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 30,415 30,415

資本剰余金

資本準備金 29,402 29,402

資本剰余金合計 29,402 29,402

利益剰余金

利益準備金 5,621 5,621

その他利益剰余金

配当準備積立金 3,032 3,032

海外資源開発準備金 800 800

固定資産圧縮積立金 786 720

別途積立金 70,300 70,300

繰越利益剰余金 △1,035 △14,268

利益剰余金合計 79,504 66,205

自己株式 △2,299 △2,358

株主資本合計 137,022 123,664

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,197 △3,478

評価・換算差額等合計 △4,197 △3,478

純資産合計 132,825 120,186

負債純資産合計 546,271 527,839
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添付資料 29ページ
５．個別財務諸表
   （２）損益計算書

（訂正前） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

特別損失

固定資産除売却損 879 425

固定資産圧縮損 762 －

投資有価証券評価損 65 7,078

子会社株式評価損 389 3,175

災害による損失 － 280

環境対策引当金繰入額 321 －

災害損失引当金繰入額 － 59

その他 140 289

特別損失合計 2,558 11,309

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,452 △13,868

法人税、住民税及び事業税 767 78

法人税等調整額 595 △3,714

法人税等合計 1,362 △3,635

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △10,232

（訂正後） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

特別損失

固定資産除売却損 879 425

固定資産圧縮損 762 －

投資有価証券評価損 65 7,078

子会社株式評価損 389 3,175

災害による損失 － 280

環境対策引当金繰入額 321 －

災害損失引当金繰入額 － 59

その他 140 2,478

特別損失合計 2,558 13,498

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,452 △16,057

法人税、住民税及び事業税 767 78

法人税等調整額 595 △3,911

法人税等合計 1,362 △3,833

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △12,224
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添付資料 31～32ページ
５．個別財務諸表
   （３）株主資本等変動計算書

（訂正前） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △242 △1,035

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 66 66

剰余金の配当 △949 △1,074

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △10,232

当期変動額合計 △793 △11,241

当期末残高 △1,035 △12,276

利益剰余金合計

前期末残高 80,364 79,504

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △949 △1,074

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △10,232

当期変動額合計 △859 △11,307

当期末残高 79,504 68,197

自己株式

前期末残高 △2,229 △2,299

当期変動額

自己株式の取得 △69 △58

当期変動額合計 △69 △58

当期末残高 △2,299 △2,358

株主資本合計

前期末残高 137,951 137,022

当期変動額

剰余金の配当 △949 △1,074

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △10,232

自己株式の取得 △69 △58

当期変動額合計 △929 △11,366

当期末残高 137,022 125,656

純資産合計

前期末残高 133,344 132,825

当期変動額

剰余金の配当 △949 △1,074

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △10,232

自己株式の取得 △69 △58

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 409 719

当期変動額合計 △519 △10,646

当期末残高 132,825 122,178
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（訂正後） （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成22年３月31日）   至  平成23年３月31日）

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △242 △1,035

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 66 66

剰余金の配当 △949 △1,074

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △12,224

当期変動額合計 △793 △13,233

当期末残高 △1,035 △14,268

利益剰余金合計

前期末残高 80,364 79,504

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △949 △1,074

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △12,224

当期変動額合計 △859 △13,299

当期末残高 79,504 66,205

自己株式

前期末残高 △2,229 △2,299

当期変動額

自己株式の取得 △69 △58

当期変動額合計 △69 △58

当期末残高 △2,299 △2,358

株主資本合計

前期末残高 137,951 137,022

当期変動額

剰余金の配当 △949 △1,074

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △12,224

自己株式の取得 △69 △58

当期変動額合計 △929 △13,357

当期末残高 137,022 123,664

純資産合計

前期末残高 133,344 132,825

当期変動額

剰余金の配当 △949 △1,074

当期純利益又は当期純損失（△） 89 △12,224

自己株式の取得 △69 △58

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 409 719

当期変動額合計 △519 △12,638

当期末残高 132,825 120,186
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平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大王製紙株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3880 URL http://www.daio-paper.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 井川 意高

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 魚田 敏夫 TEL 0896-23-9006
定時株主総会開催予定日 平成23年6月29日 配当支払開始予定日 平成23年6月30日

有価証券報告書提出予定日 平成23年6月30日

決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 410,159 △3.1 13,227 △41.9 5,515 △60.2 △8,084 ―

22年3月期 423,105 △9.2 22,776 24.5 13,858 27.5 1,554 ―

（注）包括利益 23年3月期 △6,469百万円 （―％） 22年3月期 6,497百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △65.30 ― △7.7 0.8 3.2
22年3月期 12.55 ― 1.4 2.0 5.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 684,518 129,687 14.6 808.35
22年3月期 707,053 137,149 15.6 892.10

（参考） 自己資本   23年3月期  100,051百万円 22年3月期  110,489百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 41,036 △25,379 △20,747 124,251
22年3月期 73,881 △21,417 △17,987 129,497

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 4.00 ― 4.50 8.50 1,075 67.7 1.0
23年3月期 ― 4.00 ― 4.50 8.50 1,074 ― 1.0

24年3月期(予想) ― 4.00 ― 4.50 8.50 35.1

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 207,000 3.8 5,700 △22.8 1,800 △47.2 200 ― 1.62
通期 428,000 4.3 14,300 8.1 6,500 17.8 3,000 ― 24.24
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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） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．17「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 23年3月期 129,018,785 株 22年3月期 129,018,785 株

② 期末自己株式数 23年3月期 5,246,597 株 22年3月期 5,164,596 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 123,813,189 株 22年3月期 123,900,047 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 346,250 △2.9 2,574 △72.3 △3,078 ― △12,224 ―

22年3月期 356,629 △8.7 9,291 7.8 2,853 △24.5 89 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 △96.68 ―

22年3月期 0.71 ―

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 527,839 120,186 22.8 950.84
22年3月期 546,271 132,825 24.3 1,050.15

（参考） 自己資本 23年3月期  120,186百万円 22年3月期  132,825百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績等は今後様々な要因により予想
数値と異なる可能性があります。 
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