
 

平成24年５月25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．03－6895－1014) 

 

 

 

 

（再訂正）「平成 22 年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成23年12月27日に公表いたしました標記開示資料に一部再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．再訂正理由及び損益影響額等 

再訂正理由及び損益影響額等は、平成24年５月16日公表の「平成24年３月期決算の過程におい

て判明した過年度の会計処理の誤りに係る有価証券報告書等の訂正報告書の提出、及び決算短信

等の再訂正に関するお知らせ」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）を再訂正し、また、平成24年３月期第２四半期及び第３四半期決算短信を訂

正し、本日（平成24年５月25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） (財)財務会計基準機構会員

平成22年3月期　第2四半期決算短信
平成21年10月30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21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月10日

（百万円未満切捨て）

1．平成22年3月期第2四半期の連結業績 （平成21年4月1日～平成21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

22年3月期第2四半期

21年3月期第2四半期

1株当たり四半期純利益

円  銭 円  銭

22年3月期第2四半期 －

21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

22年3月期第2四半期

21年3月期

（参考）　自己資本 22年3月期第2四半期  106,186百万円 21年3月期  104,531百万円

2．配当の状況

1株当たり配当金

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

21年3月期 － －

22年3月期 －

（注）配当予想の当四半期における修正の有無   無

3．平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無   無

 ％

10.2

22年3月期
（予想）

4.50 8.50

 ％

－

425,000 △8.8

3880

（氏名）

（氏名） ＴＥＬ

 ％

1,624

1,810

17.1

 ％

5.00

4.00

3.50 8.50

710,754

705,602

20,500 28.24

1株当たり
当期純利益

13,000 16.1

 ％

3,500 882.5

6,094

130,204

126,161 14.8

856.80

843.36

10.3

14.9

209,344 △11.4 11,408

236,204 － －8,996 －

26.8 7,137

13.10

14.41

潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益

－
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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）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   有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。

（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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もの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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） 22年3月期第2四半期 129,018,785株 21年3月期 129,018,785株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 5,083,921株 21年3月期 5,072,881株

③③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 123,940,384株 21年3月期第2四半期 125,682,165株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成21年７月30日発表の連結業績予想に変更はありません。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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定性的情報・財務諸表等 

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、一部では景況回復の兆しが見え始めているとの報道があるものの、

設備投資の抑制、雇用情勢の悪化など厳しい状況で推移し、依然として景気の先行きは不透明な局面が続いています。 

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、エネルギー費等の変動費と固

定費の削減や物流の合理化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 209,344 百万円 （前年同期比 11.4 ％減） 

連結営業利益 11,408 百万円 （前年同期比 26.8 ％増） 

連結経常利益 7,137 百万円 （前年同期比 17.1 ％増） 

連結四半期純利益 1,624 百万円 （前年同期比 10.3 ％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、広告出稿量の減少により頁数が減少し、販売数量・金額ともに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いチラシ・カタログなどの需要が減少したことに加え、輸入紙が増加した

ことにより、販売数量・金額ともに前年同期を下回りました。 

衛生用紙は、エリエールティシュー30周年記念企画品として「あじさいボックス」「アルファペットボックス」を上

市したこと、高付加価値品であるプリントトイレットティシュー、キュートトイレットティシューのリニューアル等に

よる配荷拡大、新規顧客の獲得により、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

段ボール原紙は、冷夏・天候不順の影響を受け、ビール・飲料向けを中心に荷動きが低調に推移し、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、昨秋以降の自動車及び電機産業を始めとした需要減退、冷夏・天候不順の影響等により、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、マーケット・購買行動の分析による販売政策、定期的な企画品の発売による商品政策及び東ア

ジアを中心とした輸出拡大により、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、店頭での購買行動を組み入れた商品展開と売り場でのわかりやすさをテーマにした商品開発によ

り、新規顧客の獲得と配荷拡大に取り組んだ結果、販売数量・金額とも前年同期を上回りました。 

生理用ナプキンは、「Ｍｅｇａｍｉ」のラインアップ強化、軽失禁用の新ブランド「ナチュラ」の発売による新規顧

客の獲得と配荷拡大に取り組んだ結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

 

 

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5,151百万円増加し、710,754百万円となりました。

主な増加要因は、現金及び預金の増加によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ1,108百万円増加し、580,550百万円となりました。主な増加要因は、資金調達の増

加によるものです。 

純資産は、130,204百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.1％増加し、14.9％となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年７月30日に発表しました連結業績予想に変更はありません。なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基

づいたものでありますが、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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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） 

該当事項はありません。 

 

 

（２）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 

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）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表
   （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21年９月30日） (平成21年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 128,008 98,918

受取手形及び売掛金 95,291 103,590

商品及び製品 35,496 44,109

仕掛品 6,046 5,576

原材料及び貯蔵品 19,275 19,156

その他 10,684 9,950

貸倒引当金 △496 △623

流動資産合計 294,305 280,678

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 75,225 77,199

機械装置及び運搬具（純額） 166,713 175,103

土地 87,343 85,815

その他（純額） 17,841 17,183

有形固定資産合計 347,123 355,301

無形固定資産

のれん 12,997 13,400

その他 2,913 3,012

無形固定資産合計 15,911 16,412

投資その他の資産 53,320 53,101

固定資産合計 416,354 424,815

繰延資産 94 108

資産合計 710,754 705,602

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21年９月30日） (平成21年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 38,298 41,856

短期借入金 66,419 68,571

1年内返済予定の長期借入金 81,567 78,414

未払法人税等 3,204 2,759

引当金 4,304 4,418

その他 44,058 45,459

流動負債合計 237,853 241,480

固定負債

社債 41,086 51,120

長期借入金 276,843 261,510

長期設備関係未払金 8,059 8,326

退職給付引当金 13,175 13,462

役員退職慰労引当金 1,117 1,182

その他 2,413 2,358

固定負債合計 342,696 337,961

負債合計 580,550 579,441

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 63,458 62,240

自己株式 △4,123 △4,170

株主資本合計 119,152 117,886

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,134 △4,692

為替換算調整勘定 △8,831 △8,663

評価・換算差額等合計 △12,966 △13,355

少数株主持分 24,017 21,629

純資産合計 130,204 126,161

負債純資産合計 710,754 705,602

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20年４月１日 (自  平成21年４月１日 

  至  平成20年９月30日）   至  平成21年９月30日）

売上高 236,204 209,344

売上原価 188,848 163,581

売上総利益 47,356 45,763

販売費及び一般管理費 38,359 34,354

営業利益 8,996 11,408

営業外収益

受取利息 282 163

受取配当金 322 645

受取賃貸料 － 444

補助金収入 508 182

その他 1,223 700

営業外収益合計 2,335 2,136

営業外費用

支払利息 4,606 4,559

その他 631 1,848

営業外費用合計 5,237 6,407

経常利益 6,094 7,137

特別利益

固定資産売却益 40 2

国庫補助金 － 794

貸倒引当金戻入額 84 117

その他 37 130

特別利益合計 162 1,044

特別損失

固定資産圧縮損 － 752

固定資産除売却損 － 341

役員退職慰労金 1,452 －

役員退職慰労引当金繰入額 970 －

その他 1,284 167

特別損失合計 3,707 1,262

2,549 6,919

法人税、住民税及び事業税 1,613 2,842

法人税等調整額 △184 102

法人税等合計 1,428 2,945

少数株主利益又は少数株主損失（△） △689 2,350

四半期純利益 1,810 1,624

税金等調整前四半期純利益

- 7 -

大王製紙㈱（3880）平成22年３月期 第２四半期決算短信



   （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 ）                                                             ' )財務会計基準機構会員

平成22年3月期　第2四半期決算短信
平成21年10月30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21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月10日

（百万円未満切捨て）

1．平成22年3月期第2四半期の連結業績 （平成21年4月1日～平成21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

22年3月期第2四半期

21年3月期第2四半期

1株当たり四半期純利益

円  銭 円  銭

22年3月期第2四半期 －

21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

22年3月期第2四半期

21年3月期

（参考）　自己資本 22年3月期第2四半期  106,398百万円 21年3月期  104,715百万円

2．配当の状況

1株当たり配当金

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

21年3月期 － －

22年3月期 －

（注）配当予想の当四半期における修正の有無   無

3．平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無   無

 ％

10.2

22年3月期
（予想）

4.50 8.50

 ％

－

3880

（氏名）

（氏名） ＴＥＬ

 ％

1,707

1,726

17.1

425,000

 ％

△8.8 20,500 28.24

1株当たり
当期純利益

13,000 16.1

 ％
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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）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   有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。

（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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もの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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） 22年3月期第2四半期 129,018,785株 21年3月期 129,018,785株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 5,083,921株 21年3月期 5,072,881株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）22年3月期第2四半期 123,940,384株 21年3月期第2四半期 125,682,165株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成21年７月30日発表の連結業績予想に変更はありません。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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定性的情報・財務諸表等 

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、一部では景況回復の兆しが見え始めているとの報道があるものの、

設備投資の抑制、雇用情勢の悪化など厳しい状況で推移し、依然として景気の先行きは不透明な局面が続いています。 

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、エネルギー費等の変動費と固

定費の削減や物流の合理化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 209,344 百万円 （前年同期比 11.4 ％減） 

連結営業利益 11,408 百万円 （前年同期比 26.8 ％増） 

連結経常利益 7,137 百万円 （前年同期比 17.1 ％増） 

連結四半期純利益 1,707 百万円 （前年同期比 1.1 ％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、広告出稿量の減少により頁数が減少し、販売数量・金額ともに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いチラシ・カタログなどの需要が減少したことに加え、輸入紙が増加した

ことにより、販売数量・金額ともに前年同期を下回りました。 

衛生用紙は、エリエールティシュー30周年記念企画品として「あじさいボックス」「アルファペットボックス」を上

市したこと、高付加価値品であるプリントトイレットティシュー、キュートトイレットティシューのリニューアル等に

よる配荷拡大、新規顧客の獲得により、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

段ボール原紙は、冷夏・天候不順の影響を受け、ビール・飲料向けを中心に荷動きが低調に推移し、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、昨秋以降の自動車及び電機産業を始めとした需要減退、冷夏・天候不順の影響等により、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、マーケット・購買行動の分析による販売政策、定期的な企画品の発売による商品政策及び東ア

ジアを中心とした輸出拡大により、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、店頭での購買行動を組み入れた商品展開と売り場でのわかりやすさをテーマにした商品開発によ

り、新規顧客の獲得と配荷拡大に取り組んだ結果、販売数量・金額とも前年同期を上回りました。 

生理用ナプキンは、「Ｍｅｇａｍｉ」のラインアップ強化、軽失禁用の新ブランド「ナチュラ」の発売による新規顧

客の獲得と配荷拡大に取り組んだ結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

 

 

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5,151百万円増加し、711,154百万円となりました。

主な増加要因は、現金及び預金の増加によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ1,108百万円増加し、580,550百万円となりました。主な増加要因は、資金調達の増

加によるものです。 

純資産は、130,604百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.2％増加し、15.0％となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年７月30日に発表しました連結業績予想に変更はありません。なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基

づいたものでありますが、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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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） 

該当事項はありません。 

 

 

（２）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 

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）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表
   （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21年９月30日） (平成21年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 128,008 98,918

受取手形及び売掛金 95,291 103,590

商品及び製品 35,496 44,109

仕掛品 6,046 5,576

原材料及び貯蔵品 19,275 19,156

その他 10,684 9,950

貸倒引当金 △496 △623

流動資産合計 294,305 280,678

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 75,234 77,208

機械装置及び運搬具（純額） 166,718 175,108

土地 87,729 86,201

その他（純額） 17,841 17,183

有形固定資産合計 347,523 355,701

無形固定資産

のれん 12,997 13,400

その他 2,913 3,012

無形固定資産合計 15,911 16,412

投資その他の資産 53,320 53,101

固定資産合計 416,755 425,215

繰延資産 94 108

資産合計 711,154 706,003

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21年９月30日） (平成21年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 38,298 41,856

短期借入金 66,419 68,571

1年内返済予定の長期借入金 81,567 78,414

未払法人税等 3,204 2,759

引当金 4,304 4,418

その他 44,058 45,459

流動負債合計 237,853 241,480

固定負債

社債 41,086 51,120

長期借入金 276,843 261,510

長期設備関係未払金 8,059 8,326

退職給付引当金 13,175 13,462

役員退職慰労引当金 1,117 1,182

その他 2,413 2,358

固定負債合計 342,696 337,961

負債合計 580,550 579,441

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 64,129 62,826

自己株式 △3,578 △3,568

株主資本合計 120,368 119,075

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,134 △4,692

為替換算調整勘定 △9,835 △9,667

評価・換算差額等合計 △13,970 △14,359

少数株主持分 24,206 21,845

純資産合計 130,604 126,561

負債純資産合計 711,154 706,003

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20年４月１日 (自  平成21年４月１日 

  至  平成20年９月30日）   至  平成21年９月30日）

売上高 236,204 209,344

売上原価 188,848 163,581

売上総利益 47,356 45,763

販売費及び一般管理費 38,359 34,354

営業利益 8,996 11,408

営業外収益

受取利息 282 163

受取配当金 322 645

受取賃貸料 － 444

補助金収入 508 182

その他 1,223 700

営業外収益合計 2,335 2,136

営業外費用

支払利息 4,606 4,559

その他 631 1,848

営業外費用合計 5,237 6,407

経常利益 6,094 7,137

特別利益

固定資産売却益 40 2

国庫補助金 － 794

貸倒引当金戻入額 84 117

その他 37 130

特別利益合計 162 1,044

特別損失

固定資産圧縮損 － 752

固定資産除売却損 － 341

役員退職慰労金 1,452 －

役員退職慰労引当金繰入額 970 －

その他 1,284 167

特別損失合計 3,707 1,262

2,549 6,919

法人税、住民税及び事業税 1,613 2,842

法人税等調整額 △184 102

法人税等合計 1,428 2,945

少数株主利益又は少数株主損失（△） △605 2,266

四半期純利益 1,726 1,707

税金等調整前四半期純利益

大王製紙㈱（3880）平成22年３月期 第２四半期決算短信
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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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