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(百万円未満切捨て)

１．平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日）

（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 ％

24年3月期第1四半期 250,220 △8.4 7,109 △19.6 7,005 △8.6 1,601 △57.8

23年3月期第1四半期 273,028 7.3 8,842 22.6 7,664 △5.2 3,796 100.2

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 29百万円(―％) 23年3月期第1四半期 △2,311百万円(―％)

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

24年3月期第1四半期 13 .83 ―

23年3月期第1四半期 32 .79 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 1,539,837 407,386 26.2

23年3月期 1,560,592 408,762 25.9

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 403,556百万円 23年3月期 404,892百万円

２．配当の状況

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

23年3月期 ― 40 .00 ― 20 .00 60 .00

24年3月期 ―

24年3月期(予想) 10 .00 ― 20 .00 30 .00

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) 510,000 △7.5 13,000 △22.8 12,000 △15.8 △13,000 ― △112 .26

通期 1,050,000 △4.5 30,000 △15.8 26,000 △17.7 △12,000 ― △103 .63

Administrator
新規スタンプ

Administrator
新規スタンプ



  

 
  

 
(注) 詳細は、【添付資料】4ページ「2.サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

  

 
  

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期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連結財務諸表のレビュー手続は終了してい

ません。 

  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、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】3ページ「1.当四半期決算に関する定性的

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。 

  http://www.np-g.com/ir/presentation.html 

      

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)         、除外  ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年3月期1Ｑ 116,254,892株 23年3月期 116,254,892株

② 期末自己株式数 24年3月期1Ｑ 457,472株 23年3月期 455,150株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Ｑ 115,797,650株 23年3月期1Ｑ 115,812,336株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

※四半期決算補足説明資料は、下記弊社ホームページに掲載予定です。
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当第１四半期のわが国経済は、本年３月に発生した東日本大震災の影響に加え、原発事故による電力不

足の懸念等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

  紙パルプ業界では、板紙は夏場の節電対策の前倒し需要等はあったものの、洋紙は広告の落ち込み等に

より、需要は低調に推移しました。 

 当社グループでは、震災により日本製紙株式会社の石巻工場、岩沼工場、勿来工場の３工場が甚大な被

害を受けました。岩沼工場及び勿来工場は、５月11日までに全生産設備の操業を再開しました。石巻工場

も早期復旧に取り組んでおり、本年９月末までに印刷用紙の生産を再開させる見通しです。こうした震災

の影響により販売数量は塗工紙等の一般洋紙を中心に前年同期に比べ大きく落ち込み、また原燃料価格の

上昇等もあり連結業績は以下のとおり減収、減益となりました。 

  なお、東日本大震災により被害を受けた工場の操業休止期間中の固定費等4,554百万円を特別損失に計

上しています。 

  

      連結売上高        250,220百万円（前年同期比 8.4％減収） 

      連結営業利益       7,109百万円（前年同期比 19.6％減益） 

      連結経常利益       7,005百万円（前年同期比 8.6％減益） 

      連結四半期純利益   1,601百万円（前年同期比 57.8％減益） 

  

セグメントの状況は、以下のとおりです。  

  

（紙・パルプ事業）  

  洋紙のうち、新聞用紙の販売数量は、ページ数減少影響等により前年同期を下回りました。一般洋紙

は、チラシの広告用途の需要減少に加え、震災影響もあり売上高は前年同期を大きく下回りました。 

 板紙は、夏場の節電対策による前倒し需要等により、段ボール原紙などの国内販売数量は前年同期を上

回りました。 

 家庭紙は、震災直後に需要が大幅に伸びた反動等により、販売数量は前年同期を下回りました。  

  以上の結果、紙・パルプ事業の連結業績は以下のとおりとなりました。 

  

      連結売上高        198,318百万円 (前年同期比 11.0％減収) 

      連結営業利益        4,639百万円 (前年同期比 29.0％減益) 

  

（紙関連事業）  

 液体用紙容器事業は、関東、東北地区を中心に飲料メーカーの工場設備が被災したこと等により、販売

数量が前年同期を下回りました。化成品事業は、溶解パルプ（ＤＰ）、液晶などの販売が好調に推移しま

した。  

 以上の結果、紙関連事業の連結業績は以下のとおりとなりました。 

  

      連結売上高         23,594百万円 (前年同期比  3.8％増収) 

      連結営業利益        2,396百万円 (前年同期比 28.1％増益) 

１．当四半期決算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
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（木材・建材・土木建設関連事業）  

  木材・建材事業は、木材製品などの販売が前年同期を上回りました。土木建設事業は、震災復旧工事の

影響等もあり、増収となりました。 

 以上の結果、木材・建材・土木建設関連事業の連結業績は以下のとおりとなりました。 

  

      連結売上高        14,914百万円 (前年同期比 16.9％増収） 

      連結営業利益          323百万円 (前年同期比  3.4％減益） 

  

（その他）  

  清涼飲料事業は成熟した市場での販売競争が続き、依然として厳しい事業環境が続いています。 

  以上の結果、その他の連結業績は以下のとおりとなりました。 

  

      連結売上高        13,392百万円 (前年同期比 9.1％減収） 

      連結営業利益        △250百万円 (前年同期比  －   ） 

  

総資産は、前連結会計年度末の１兆5,605億円から207億円減少し、１兆5,398億円となりました。この

主な要因は、現金及び預金が187億円減少したことによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末の１兆1,518億円から193億円減少し、１兆1,324億円となりました。この主

な要因は、社債が200億円減少したことによるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末の4,087億円から13億円減少し、4,073億円となりました。この主な要因

は、その他有価証券評価差額金の変動によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の25.9％から26.2％となりました。 

  

未定としていました平成24年３月期の連結業績予想につきまして、 近の業績動向等を踏まえ、以下の

通りといたします。 
 

また、平成24年３月期の配当金につきましては中間配当10円、期末配当20円と予想しております。これ

により年間の予想配当金は１株当たり30円となります。 

 なお、連結業績予想及び配当予想につきましては本日付けで公表しました「特別損失の計上及び業績予

想に関するお知らせ」、「配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

（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

売上高 営業利益 経常利益 当期純損益
１株当たり
当期純損益

  百万円  ％   百万円  ％  百万円  ％  百万円  ％ 円 銭

第２四半期(累計)  510,000  △7.5 13,000 △22.8 12,000 △15.8 △13,000 － △112.26

通      期 1,050,000 △4.5  30,000 △15.8 26,000 △17.7 △12,000 － △103.63
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該当事項はありません。 

・税金費用の計算 

 一部の連結子会社では、税金費用について、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の  

 税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益   

 に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。 

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 104,826 86,029

受取手形及び売掛金 210,750 204,374

商品及び製品 75,484 78,833

仕掛品 16,906 17,745

原材料及び貯蔵品 48,966 52,158

その他 59,231 61,257

貸倒引当金 △774 △794

流動資産合計 515,392 499,604

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 482,832 484,187

減価償却累計額 △323,506 △325,925

建物及び構築物（純額） 159,326 158,262

機械装置及び運搬具 2,093,303 2,099,927

減価償却累計額 △1,731,906 △1,748,057

機械装置及び運搬具（純額） 361,397 351,869

土地 226,156 226,216

建設仮勘定 17,529 28,870

その他 93,362 89,139

減価償却累計額 △59,290 △59,102

その他（純額） 34,072 30,037

有形固定資産合計 798,482 795,255

無形固定資産

のれん 18,635 18,379

その他 7,339 7,529

無形固定資産合計 25,974 25,909

投資その他の資産

投資有価証券 193,696 191,448

その他 28,609 29,102

貸倒引当金 △1,562 △1,482

投資その他の資産合計 220,743 219,068

固定資産合計 1,045,200 1,040,233

資産合計 1,560,592 1,539,837
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 110,078 110,897

短期借入金 272,788 238,196

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

コマーシャル・ペーパー － 10,000

未払法人税等 5,610 2,408

震災損失引当金 46,044 42,544

その他 95,763 95,253

流動負債合計 550,285 519,299

固定負債

社債 68,000 48,000

長期借入金 461,923 495,946

退職給付引当金 31,237 30,653

環境対策引当金 601 598

その他の引当金 775 815

その他 39,006 37,137

固定負債合計 601,544 613,151

負債合計 1,151,829 1,132,451

純資産の部

株主資本

資本金 55,730 55,730

資本剰余金 266,254 266,253

利益剰余金 95,014 95,284

自己株式 △1,296 △1,301

株主資本合計 415,701 415,966

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6,873 △10,753

繰延ヘッジ損益 △84 △294

為替換算調整勘定 △3,851 △1,362

その他の包括利益累計額合計 △10,808 △12,410

少数株主持分 3,870 3,829

純資産合計 408,762 407,386

負債純資産合計 1,560,592 1,539,837
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(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22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 273,028 250,220

売上原価 212,438 194,210

売上総利益 60,590 56,009

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 16,017 14,196

販売諸掛 15,096 14,674

給料及び手当 11,889 11,708

その他 8,744 8,319

販売費及び一般管理費合計 51,747 48,900

営業利益 8,842 7,109

営業外収益

受取利息 82 97

受取配当金 912 924

持分法による投資利益 964 1,594

その他 1,415 1,499

営業外収益合計 3,374 4,115

営業外費用

支払利息 2,782 2,993

その他 1,770 1,226

営業外費用合計 4,552 4,220

経常利益 7,664 7,005

特別利益 616 37

特別損失

固定資産除却損 326 249

震災損失 － 4,554

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,039 －

その他 360 455

特別損失合計 2,726 5,258

税金等調整前四半期純利益 5,554 1,783

法人税、住民税及び事業税 1,478 1,305

法人税等調整額 209 △1,080

法人税等合計 1,688 224

少数株主損益調整前四半期純利益 3,866 1,558

少数株主利益又は少数株主損失（△） 69 △42

四半期純利益 3,796 1,601
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(四半期連結包括利益計算書)

  (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22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,866 1,558

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,014 △3,912

繰延ヘッジ損益 △955 △229

為替換算調整勘定 1,424 1,624

持分法適用会社に対する持分相当額 367 987

その他の包括利益合計 △6,177 △1,529

四半期包括利益 △2,311 29

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,445 2

少数株主に係る四半期包括利益 134 26
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該当事項はありません。 

  

 
(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、飲料事業、物流事業、レジャ 

ー事業等が含まれています。 
２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。 
  

 
(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、飲料事業、物流事業、レジャ 

ー事業等が含まれています。 
２ セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。 

  

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）セグメント情報

  前第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)  (単位：百万円)

紙・パルプ
事業

紙関連事業
木材・建材
・土木建設
関連事業

その他
(注)１

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 222,811 22,728 12,753 14,735 273,028 ─ 273,028

セグメント間の内部
売上高又は振替高

868 2,730 14,446 12,769 30,816 (30,816) ─

計 223,680 25,459 27,200 27,504 303,844 (30,816) 273,028

セグメント利益 6,532 1,870 334 104 8,842 ─ 8,842

  当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)  (単位：百万円)

紙・パルプ
事業

紙関連事業
木材・建材
・土木建設
関連事業

その他
(注)１

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 198,318 23,594 14,914 13,392 250,220 ─ 250,220

セグメント間の内部
売上高又は振替高

921 1,423 11,913 10,180 24,438 (24,438) ─

計 199,239 25,018 26,828 23,572 274,658 (24,438) 250,220

セグメント利益又は損失（△） 4,639 2,396 323 △250 7,109 ─ 7,109

（５）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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