
 

平成 23年 12月 27 日 

各      位 

会 社 名   大王製紙株式会社 

代 表 者 名   取締役社長 佐光 正義 

(コード：3880、東証第一部) 

問 合 せ 先   常務取締役 阿達 敏洋 

(TEL．0896－23－9006) 

 

 

 

（訂正） 

「平成 23年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 22 年 11 月１日に公表いたしました標記開示資料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．訂正理由及び損益影響額等 

訂正理由及び損益影響額等は、平成 23 年 12月 12日公表の「監査法人による過年度決算調査の

過程において指摘された事項に基づく過年度有価証券報告書、決算短信等の訂正に関するお知ら

せ」及び平成 23 年 12月 14日公表の「平成 24年３月期第２四半期報告書及び過年度訂正有価証券

報告書等の提出並びに平成 24 年３月期第２四半期決算短信の公表及び過年度決算短信の訂正の公

表に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、平成 19年３月期から平成 24年３月期第１四半期までのすべての決算短信等（中間・四

半期決算短信を含む）を訂正し、本日（平成 23年 12月 27 日）公表しております。 

２．訂正箇所 

訂正箇所が多岐にわたるため、訂正前及び訂正後の全文をそれぞれ添付しております。 

 

以 上  

 



（訂正後）
平成23年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

 平成22年11月1日

上場取引所　　東

上場会社名 大王製紙株式会社

コード番号 ＵＲＬ http://www.daio-paper.co.jp

代表者 （役職名）取締役社長 井川　意高

問合せ先責任者 （役職名）取締役経理部長 魚田　敏夫 0896-23-9006

四半期報告書提出予定日 平成22年11月11日 配当支払開始予定日 平成22年12月1日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 有（アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1．平成23年3月期第2四半期の連結業績 （平成22年4月1日～平成22年9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

23年3月期第2四半期 －

22年3月期第2四半期

1株当たり四半期純利益

円  銭 円  銭

23年3月期第2四半期 －

22年3月期第2四半期 －

（2）連結財政状態

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2四半期

22年3月期

（参考）　自己資本23年3月期第2四半期  103,251百万円 22年3月期  106,430百万円

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

22年3月期 － －

23年3月期 －

－

（注）当四半期における配当予想の修正有無   無

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）

(％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 円  銭

通期

（注）当四半期における業績予想の修正有無   無

199,491 △4.7 7,481

209,344 △11.4 △1.111,408

△34.4 3,507

△36.02

13.78

潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益

26.8 7,137

133,089

15.1

15.1

17.1

834.08

859.32

4.00

4.00

4.50 8.50

683,247

703,950

131,045

4.04

1株当たり
当期純利益

△29.8

 ％

500 △80.2

 ％

△1.4 17,000 10,000

3880

（氏名）

（氏名） ＴＥＬ

 ％

△4,460

1,707

△50.9

 ％

△26.6

23年3月期
（予想）

4.50 8.50

 ％

417,000



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

新規 － 社 （社名                                  ） 、 除外 － 社 （社名                                  ）

(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

（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） 23年3月期2Q 株 22年3月期 株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 株 22年3月期 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 株 22年3月期2Q 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

(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
示方法の変更の有無となります。

129,018,785

5,228,643

123,822,166

129,018,785

5,164,596

123,940,384

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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

１.上記に記載した業績予想数値は、平成22年４月30日に公表しました内容から変更しています。詳細につきましては、平成22年10月26日に公表しました
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
２.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。



○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ……………………………………………………………………… 2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………………………………… 2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………………………………… 2

２．その他の情報 ………………………………………………………………………………………………………… 3

（１）重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………………………………… 3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………………………………… 3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………………………………… 3

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ………………………………………………………………… 3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………… 4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………… 6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………… 7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………………………………… 7

大王製紙㈱（3880） 平成23年３月期第２四半期決算短信

- 1 -



 

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 

当第２四半期連結累計期間における国内経済は、一部では景気回復への基盤が整いつつあるとの報道があるも

のの、依然として雇用情勢の悪化懸念や為替レート・株価の変動による景気後退リスクが残るなど、引き続き厳 

しい状況となりました。 

このような状況のなかで、当社グループでは、高付加価値商品の開発・拡販を推進し、既存設備の生産効率の

向上や変動費及び固定費の削減などの諸施策の実施により、収益力の強化を図りました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりとなりました。 

 

連結売上高 199,491  百万円 （前年同期比 4.7％減） 

連結営業利益 7,481  百万円 （前年同期比 34.4％減） 

連結経常利益 

連結四半期純利益 

3,507  百万円 

△4,460  百万円 

（前年同期比

（前年同期比

50.9％減） 

－％  ） 

主な品種別の販売状況は、以下のとおりです。 

新聞用紙は、広告出稿量の減少等の影響により、販売数量は前年同期並みとなりましたが、販売金額は前年同

期を下回りました。 

印刷用紙は、各企業の広告宣伝費圧縮に伴うチラシ・カタログなどの需要の減少、ＩＴ化の進展による広告媒

体の多様化の影響を受け、販売数量・金額ともに前年同期を下回りました。 

段ボールは、天候不順等による青果物向けを中心とした需要減少の影響を受けた一方、記録的な猛暑の影響に

より飲料関係及び冷菓関係の需要が増加したことに伴い、販売数量は前年同期を上回りましたが、価格下落の影

響を受け、販売金額は前年同期並みとなりました。 

衛生用紙は、衛生管理意識の高まりによりペーパータオルの需要が堅調に推移するとともに、新商品やリニュー

アル品の配荷拡大による新規顧客の獲得を行いましたが、昨年より続く価格下落の影響を受け、販売数量・金額と

もに前年同期を下回りました。 

ベビー用紙おむつは、市場の需要が縮小傾向にあるなか、「ＧＯＯ．Ｎスイミングパンツ」のデザイン刷新や

東アジア諸国での配荷拡大による新規顧客の獲得を行った結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

大人用紙おむつは、今春に上市した「下着につける尿とりパッド」、「紙パンツにつける尿とりパッド」、「両

面吸収すきまピッタリシート」の３品種の配荷拡大や新規顧客の獲得を行った結果、販売数量・金額ともに前年同

期を上回りました。 

生理用ナプキンは、今春にリニューアルした「Ｍｅｇａｍｉ」の配荷拡大を行うとともに、昨年立ち上げた新

ブランド「ナチュラ」の配荷拡大やブランド認知向上に努めた結果、販売数量は前年同期を上回りましたが、市

場全体の縮小傾向の影響を受け、販売金額は前年同期並みとなりました。 

 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ20,702百万円減少し、683,247百万円となり

ました。主な減少要因は、現金及び預金の減少並びに減価償却によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ18,657百万円減少し、552,202百万円となりました。主な減少要因は、社債の

償還によるものです。 

純資産は、131,045百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と同様、15.1％となりました。 

 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年４月30日に公表しました連結業績予想を修正しました。平成22年10月26日に公表しました「業績予想

の修正に関するお知らせ」のとおり、印刷用紙を中心とした紙・板紙の需要減及び販売単価下落の影響により、 

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益はそれぞれ前回発表値を下回る見込みです。 

当第２四半期連結累計期間に、10月８日に開示しました有価証券評価損8,497百万円（四半期純利益の減少額約

5,000百万円）を計上しましたが、当社は四半期決算における有価証券の評価方法に洗替え方式を採用しており、

通期の業績における有価証券評価損は、期末日時点の株価で算出するため、前述の有価証券評価損を加味せずに

前回発表値を修正しています。 

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいたものですが、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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２．その他の情報 

（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 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

法人税等の算定に関して、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して算定しています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないため、前連結会計年度に使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用して

います。 

 
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） 

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）

を適用しています。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ6百万円減少し、税金等調整前四半

期純損失は122百万円増加しています。 

 
（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。
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日） (平成22年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 123,318 136,070

受取手形及び売掛金 91,498 98,584

商品及び製品 35,823 29,292

仕掛品 5,092 4,462

原材料及び貯蔵品 17,100 16,718

その他 11,138 9,232

貸倒引当金 △413 △451

流動資産合計 283,557 293,910

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 72,875 74,547

機械装置及び運搬具（純額） 152,901 159,115

土地 87,091 87,635

その他（純額） 17,233 17,115

有形固定資産合計 330,102 338,414

無形固定資産

のれん 12,248 12,625

その他 3,116 3,073

無形固定資産合計 15,365 15,699

投資その他の資産 54,161 55,849

固定資産合計 399,629 409,962

繰延資産 60 77

資産合計 683,247 703,950

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日） (平成22年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 42,446 41,566

短期借入金 63,870 64,819

1年内返済予定の長期借入金 83,168 81,970

未払法人税等 1,462 4,109

引当金 4,135 4,323

その他 42,402 44,455

流動負債合計 237,485 241,244

固定負債

社債 30,690 40,886

長期借入金 260,385 264,541

長期設備関係未払金 6,050 7,072

退職給付引当金 13,406 13,124

役員退職慰労引当金 1,205 1,168

環境対策引当金 361 361

その他 2,617 2,460

固定負債合計 314,716 329,615

負債合計 552,202 570,860

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 59,507 64,488

自己株式 △3,687 △3,638

株主資本合計 115,638 120,667

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,053 △4,207

為替換算調整勘定 △11,333 △10,030

評価・換算差額等合計 △12,387 △14,237

少数株主持分 27,794 26,659

純資産合計 131,045 133,089

負債純資産合計 683,247 703,950

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
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   （２）四半期連結損益計算書

     （第２四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成21年９月30日）   至  平成22年９月30日）

売上高 209,344 199,491

売上原価 163,581 158,658

売上総利益 45,763 40,832

販売費及び一般管理費 34,354 33,351

営業利益 11,408 7,481

営業外収益

受取利息 163 145

受取配当金 645 410

受取賃貸料 444 －

不動産賃貸料 － 370

補助金収入 182 11

その他 700 878

営業外収益合計 2,136 1,817

営業外費用

支払利息 4,559 4,248

その他 1,848 1,543

営業外費用合計 6,407 5,791

経常利益 7,137 3,507

特別利益

固定資産売却益 2 230

国庫補助金 794 500

貸倒引当金戻入額 117 44

その他 130 184

特別利益合計 1,044 959

特別損失

固定資産圧縮損 752 452

固定資産除売却損 341 339

投資有価証券評価損 － 8,497

その他 167 340

特別損失合計 1,262 9,629

6,919 △5,162

法人税、住民税及び事業税 2,842 1,083

法人税等調整額 102 △2,906

法人税等合計 2,945 △1,823

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △3,339

少数株主利益 2,266 1,121

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,707 △4,460

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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（訂正前）
平成23年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

 平成22年11月1日

上場取引所　　東

上場会社名 大王製紙株式会社

コード番号 ＵＲＬ http://www.daio-paper.co.jp

代表者 （役職名）取締役社長 井川　意高

問合せ先責任者 （役職名）取締役経理部長 魚田　敏夫 0896-23-9006

四半期報告書提出予定日 平成22年11月11日 配当支払開始予定日 平成22年12月1日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 有（アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1．平成23年3月期第2四半期の連結業績 （平成22年4月1日～平成22年9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

23年3月期第2四半期 －

22年3月期第2四半期

1株当たり四半期純利益

円  銭 円  銭

23年3月期第2四半期 －

22年3月期第2四半期 －

（2）連結財政状態

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2四半期

22年3月期

（参考）　自己資本23年3月期第2四半期  107,210百万円 22年3月期  110,489百万円

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

22年3月期 － －

23年3月期 －

－

（注）当四半期における配当予想の修正有無   無

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）

(％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 円  銭

通期

（注）当四半期における業績予想の修正有無   無

 ％

△25.4

23年3月期
（予想）

4.50 8.50

 ％

417,000

3880

（氏名）

（氏名） ＴＥＬ

 ％

△4,561

1,507

△50.9

500 △67.8

 ％

△1.4 17,000 10,000

686,192

707,053

135,004

4.04

1株当たり
当期純利益

△27.8

 ％

892.10

4.00

4.00

4.50 8.50

15.6

15.6

209,344 △11.4 △6.6

△36.84

12.16

潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益

11,213

866.06

17.3

△34.2 3,406

26.8 6,941

199,491 △4.7 7,381

137,149



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

新規 － 社 （社名                                  ） 、 除外 － 社 （社名                                  ）

(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

（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） 23年3月期2Q 株 22年3月期 株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 株 22年3月期 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 株 22年3月期2Q 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

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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

１.上記に記載した業績予想数値は、平成22年４月30日に公表しました内容から変更しています。詳細につきましては、平成22年10月26日に公表しました
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
２.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。

129,018,785

5,228,643

123,822,166

129,018,785

5,164,596

123,940,384

(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
示方法の変更の有無となります。
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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 

当第２四半期連結累計期間における国内経済は、一部では景気回復への基盤が整いつつあるとの報道があるも

のの、依然として雇用情勢の悪化懸念や為替レート・株価の変動による景気後退リスクが残るなど、引き続き厳 

しい状況となりました。 

このような状況のなかで、当社グループでは、高付加価値商品の開発・拡販を推進し、既存設備の生産効率の

向上や変動費及び固定費の削減などの諸施策の実施により、収益力の強化を図りました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりとなりました。 

 

連結売上高 199,491  百万円 （前年同期比 4.7％減） 

連結営業利益 7,381  百万円 （前年同期比 34.2％減） 

連結経常利益 

連結四半期純利益 

3,406  百万円 

△4,561  百万円 

（前年同期比

（前年同期比

50.9％減） 

－％  ） 

主な品種別の販売状況は、以下のとおりです。 

新聞用紙は、広告出稿量の減少等の影響により、販売数量は前年同期並みとなりましたが、販売金額は前年同

期を下回りました。 

印刷用紙は、各企業の広告宣伝費圧縮に伴うチラシ・カタログなどの需要の減少、ＩＴ化の進展による広告媒

体の多様化の影響を受け、販売数量・金額ともに前年同期を下回りました。 

段ボールは、天候不順等による青果物向けを中心とした需要減少の影響を受けた一方、記録的な猛暑の影響に

より飲料関係及び冷菓関係の需要が増加したことに伴い、販売数量は前年同期を上回りましたが、価格下落の影

響を受け、販売金額は前年同期並みとなりました。 

衛生用紙は、衛生管理意識の高まりによりペーパータオルの需要が堅調に推移するとともに、新商品やリニュー

アル品の配荷拡大による新規顧客の獲得を行いましたが、昨年より続く価格下落の影響を受け、販売数量・金額と

もに前年同期を下回りました。 

ベビー用紙おむつは、市場の需要が縮小傾向にあるなか、「ＧＯＯ．Ｎスイミングパンツ」のデザイン刷新や

東アジア諸国での配荷拡大による新規顧客の獲得を行った結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

大人用紙おむつは、今春に上市した「下着につける尿とりパッド」、「紙パンツにつける尿とりパッド」、「両

面吸収すきまピッタリシート」の３品種の配荷拡大や新規顧客の獲得を行った結果、販売数量・金額ともに前年同

期を上回りました。 

生理用ナプキンは、今春にリニューアルした「Ｍｅｇａｍｉ」の配荷拡大を行うとともに、昨年立ち上げた新

ブランド「ナチュラ」の配荷拡大やブランド認知向上に努めた結果、販売数量は前年同期を上回りましたが、市

場全体の縮小傾向の影響を受け、販売金額は前年同期並みとなりました。 

 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ20,860百万円減少し、686,192百万円となり

ました。主な減少要因は、現金及び預金の減少並びに減価償却によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ18,715百万円減少し、551,187百万円となりました。主な減少要因は、社債の

償還によるものです。 

純資産は、135,004百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と同様、15.6％となりました。 

 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年４月30日に公表しました連結業績予想を修正しました。平成22年10月26日に公表しました「業績予想

の修正に関するお知らせ」のとおり、印刷用紙を中心とした紙・板紙の需要減及び販売単価下落の影響により、 

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益はそれぞれ前回発表値を下回る見込みです。 

当第２四半期連結累計期間に、10月８日に開示しました有価証券評価損8,497百万円（四半期純利益の減少額約

5,000百万円）を計上しましたが、当社は四半期決算における有価証券の評価方法に洗替え方式を採用しており、

通期の業績における有価証券評価損は、期末日時点の株価で算出するため、前述の有価証券評価損を加味せずに

前回発表値を修正しています。 

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいたものですが、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。 

大王製紙㈱（3880） 平成23年３月期第２四半期決算短信

- 2 -



 

２．その他の情報 

（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 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

法人税等の算定に関して、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して算定しています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないため、前連結会計年度に使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用して

います。 

 
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） 

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）

を適用しています。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ6百万円減少し、税金等調整前四半

期純損失は122百万円増加しています。 

 
（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。
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日） (平成22年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 123,318 136,070

受取手形及び売掛金 91,498 98,584

商品及び製品 35,823 29,292

仕掛品 5,092 4,462

原材料及び貯蔵品 17,100 16,718

その他 11,256 9,349

貸倒引当金 △413 △451

流動資産合計 283,675 294,026

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 73,324 74,996

機械装置及び運搬具（純額） 153,048 159,262

土地 84,328 84,872

その他（純額） 17,335 17,217

有形固定資産合計 328,037 336,349

無形固定資産

のれん 13,825 14,303

その他 3,116 3,073

無形固定資産合計 16,942 17,376

投資その他の資産 57,476 59,222

固定資産合計 402,456 412,949

繰延資産 60 77

資産合計 686,192 707,053

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日） (平成22年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 42,446 41,566

短期借入金 63,870 64,819

1年内返済予定の長期借入金 83,168 81,970

未払法人税等 1,462 4,109

引当金 4,135 4,323

その他 42,402 44,455

流動負債合計 237,485 241,244

固定負債

社債 30,690 40,886

長期借入金 260,385 264,541

長期設備関係未払金 6,050 7,072

退職給付引当金 13,406 13,124

役員退職慰労引当金 1,205 1,168

環境対策引当金 361 361

その他 1,603 1,504

固定負債合計 313,702 328,658

負債合計 551,187 569,903

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 63,466 68,548

自己株式 △3,687 △3,638

株主資本合計 119,597 124,727

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,053 △4,207

為替換算調整勘定 △11,333 △10,030

評価・換算差額等合計 △12,387 △14,237

少数株主持分 27,794 26,659

純資産合計 135,004 137,149

負債純資産合計 686,192 707,053

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
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   （２）四半期連結損益計算書

     （第２四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成21年９月30日）   至  平成22年９月30日）

売上高 209,344 199,491

売上原価 163,581 158,658

売上総利益 45,763 40,832

販売費及び一般管理費 34,549 33,451

営業利益 11,213 7,381

営業外収益

受取利息 163 145

受取配当金 645 410

受取賃貸料 444 －

不動産賃貸料 － 370

補助金収入 182 －

その他 699 890

営業外収益合計 2,135 1,817

営業外費用

支払利息 4,559 4,248

その他 1,848 1,543

営業外費用合計 6,407 5,791

経常利益 6,941 3,406

特別利益

固定資産売却益 2 230

国庫補助金 794 500

貸倒引当金戻入額 117 44

その他 126 184

特別利益合計 1,040 959

特別損失

固定資産圧縮損 752 452

固定資産除売却損 341 339

投資有価証券評価損 － 8,497

その他 167 340

特別損失合計 1,262 9,629

6,719 △5,263

法人税、住民税及び事業税 2,842 1,083

法人税等調整額 102 △2,906

法人税等合計 2,945 △1,823

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △3,439

少数株主利益 2,266 1,121

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,507 △4,561

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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