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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 19,544 △3.5 1,290 △9.2 1,367 △4.4 679 ―

23年3月期第1四半期 20,259 7.0 1,421 73.1 1,429 73.9 32 △91.2

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 356百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △191百万円 （―％）

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 4.27 4.26
23年3月期第1四半期 0.20 0.20

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 123,607 59,585 48.0
23年3月期 127,632 59,629 46.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  59,380百万円 23年3月期  59,389百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 2.50 ― 2.50 5.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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) 39,000 △3.2 1,700 △29.2 1,700 △27.3 900 114.6 5.65
通期 80,000 0.8 3,100 △19.3 3,000 △20.0 1,400 66.7 8.79
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(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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おりません。 

※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、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提条件に基づいてお
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。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきまし
ては、四半期決算短信【添付資料】２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 163,297,510 株 23年3月期 163,297,510 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,816,922 株 23年3月期 3,914,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 159,385,370 株 23年3月期1Q 159,250,111 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

        当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災の影響による経済活動の停滞に

加え、円高の継続、電力供給不足や原燃料価格の上昇等が懸念されるなど、先行き不透明な状況で推移しました。

        このような状況の中、当社グループは、積極的な営業活動を展開するとともに、原価低減活動や生産効率の改善

などを推進し、収益の確保に取り組んでまいりました。 

     産業素材事業では、主力製品である段ボール原紙は、夏場の電力使用制限対応による前倒し需要に加え、６月の

気温の高まりにより飲料関連の需要が堅調に推移し、販売数量が前年同期を上回りました。クラフト紙も堅調に推

移しました。 

    特殊素材事業では、特殊機能紙については、夏場の電力使用制限対応により、一部の品種で前倒し需要が発生

し、販売数量が前年同期を若干上回りました。一方、特殊印刷用紙については、主力製品であるファンシーペーパ

ー・高級印刷紙ともに、震災後の自粛ムードが影響し、販売数量は大幅な減少となりました。 

     生活商品事業では、主力製品であるペーパータオル・トイレットペーパーともに、震災の影響等により、販売数

量は前年同期を下回りました。 

        以上により、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は19,544百万円（前年同期比3.5％減）、営業利益は

1,290百万円（前年同期比9.2％減）、経常利益は1,367百万円（前年同期比4.4％減）、四半期純利益は679百万円

（前年同期は32百万円）となりました。 

  

 （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の総資産は、123,607百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,024百万円の減少

となりました。主な要因は、現金及び預金の減少によるものであります。 

    負債は、64,022百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,980百万円の減少となりました。主な要因は、借入

金の減少によるものであります。 

    純資産は、59,585百万円となり、前連結会計年度末に比べて44百万円の減少となりました。主な要因は、その他

有価証券評価差額金の減少によるものであります。自己資本比率は48.0％となり、前連結会計年度末に比べて1.5

ポイント上昇しました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の連結業績は、当初の予想（平成23年５月12日公表）を変更しております。詳細は、本

日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

  

（４）追加情報 

   会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

    当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

特種東海製紙㈱ （3708） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

- 2 -



４．四半期連結財務諸表 
（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 10,454 6,687

受取手形及び売掛金 22,166 23,500

商品及び製品 5,987 6,102

仕掛品 518 730

原材料及び貯蔵品 4,094 4,606

繰延税金資産 1,089 640

その他 473 555

貸倒引当金 △32 △34

流動資産合計 44,751 42,788

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,021 17,787

機械装置及び運搬具（純額） 35,461 34,396

土地 13,005 13,010

その他（純額） 1,635 1,974

有形固定資産合計 68,124 67,169

無形固定資産   

のれん 665 640

その他 378 385

無形固定資産合計 1,043 1,025

投資その他の資産   

投資有価証券 11,932 11,478

長期貸付金 38 38

繰延税金資産 452 208

その他 1,440 1,050

貸倒引当金 △151 △151

投資その他の資産合計 13,712 12,624

固定資産合計 82,880 80,819

資産合計 127,632 123,607
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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 12,693 12,436

短期借入金 23,171 21,097

1年内返済予定の長期借入金 4,303 3,973

未払法人税等 583 27

賞与引当金 397 244

修繕引当金 279 －

その他 4,062 5,076

流動負債合計 45,491 42,857

固定負債   

長期借入金 19,514 18,653

繰延税金負債 803 453

修繕引当金 55 －

退職給付引当金 913 857

役員退職慰労引当金 56 58

環境対策引当金 272 272

資産除去債務 796 797

その他 97 72

固定負債合計 22,510 21,165

負債合計 68,002 64,022

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,485 11,485

資本剰余金 14,463 14,452

利益剰余金 34,425 34,706

自己株式 △1,094 △1,064

株主資本合計 59,279 59,579

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 112 △194

繰延ヘッジ損益 △1 △4

その他の包括利益累計額合計 110 △198

新株予約権 70 52

少数株主持分 169 152

純資産合計 59,629 59,585

負債純資産合計 127,632 123,607
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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 20,259 19,544

売上原価 15,755 15,379

売上総利益 4,503 4,164

販売費及び一般管理費 3,081 2,874

営業利益 1,421 1,290

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 136 153

その他 102 98

営業外収益合計 239 252

営業外費用   

支払利息 154 123

貸倒引当金繰入額 43 －

その他 33 51

営業外費用合計 231 175

経常利益 1,429 1,367

特別利益   

固定資産売却益 － 2

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 2

特別損失   

固定資産除却損 26 70

投資有価証券評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 748 －

特別退職金 － 160

特別損失合計 774 231

税金等調整前四半期純利益 657 1,138

法人税、住民税及び事業税 26 27

法人税等調整額 591 445

法人税等合計 617 472

少数株主損益調整前四半期純利益 39 665

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △14

四半期純利益 32 679
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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 39 665

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △230 △306

繰延ヘッジ損益 △0 △2

その他の包括利益合計 △231 △309

四半期包括利益 △191 356

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △199 370

少数株主に係る四半期包括利益 7 △14
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 該当事項はありません。  

  

 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

特種東海製紙㈱ （3708） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

- 7 -


