
 

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３四半期決算短信」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3四半期決算短信
平成22年1月29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2月12日

配当支払開始予定日 －

（百万円未満切捨て）

1．平成22年3月期第3四半期の連結業績 （平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期

21年3月期第3四半期

1株当たり四半期純利益

円  銭 円  銭

22年3月期第3四半期 －

21年3月期第3四半期 －

（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3四半期

21年3月期

（参考）　自己資本 22年3月期第3四半期  105,219百万円 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

 ％

871.4425,000 △8.8       20,500

3880

（氏名）

（氏名） ＴＥＬ

 ％

2,355

2,347

20.5

 ％  ％

5.00

4.00

3.50 8.50

1株当たり
当期純利益

126,161 14.8

28.2413,000 16.1 3,500

849.01

843.36

27.4 11,227

19.00

18.76

潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益

－ 9,314

0.4

14.6

－－

720,868

705,602

130,738

318,818 △10.2 18,088

355,179 － 14,198
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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3四半期 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3四半期 5,086,723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3四半期 123,938,983株 21年3月期第3四半期 125,132,257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３四半期連結累計期間における国内経済は、９月以降急激な円高が進み二番底の懸念が高まるなか、雇用状況は

依然回復せず、個人消費も冷え込んでおり、引き続き需要が低迷した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、エネルギー費等の変動費と固

定費の削減などの諸施策の継続実施により、収益力の強化を図りました。 

その結果、当第３四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 318,818 百万円 （前年同期比 10.2 ％減） 

連結営業利益 18,088 百万円 （前年同期比 27.4 ％増） 

連結経常利益 11,227 百万円 （前年同期比 20.5 ％増） 

連結四半期純利益 2,355 百万円 （前年同期比 0.4 ％増） 

 

主な品種別の販売状況は、以下のとおりです。 

新聞用紙は、継続的な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うチラシ・カタログなどの需要の減少、輸入紙の増加により、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、高付加価値品であるローションティシューやプリントトイレットティシューなどのリニューアル等によ

る配荷拡大、新規顧客の獲得等により販売が伸長し、販売数量は前年同期を上回りましたが、汎用商品の価格下落によ

り、販売金額は前年同期を下回りました。 

段ボール原紙は、昨秋以降の国内景気の低迷に伴う需要減退、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。 

段ボールは、国内景気の低迷に伴う需要減退等により、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、品質・パッケージを大幅に改善した全面リニューアルによる新規顧客の獲得及び東アジアを中

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、消費者の店頭での購買行動を分析し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、品揃えの強化により、新規顧客の獲得と配荷拡大に取り組んだ結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りまし

た。 

生理用ナプキンは、消費者満足度の向上に向けて、「ウルトラガード」の吸収性能強化、「新・素肌感」プレミアム

シリーズの表面素材の機能強化等を行うことにより、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３四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15,265百万円増加し、720,868百万円となりました。

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10,688百万円増加し、590,130百万円となりました。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、130,738百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.2％減少し、14.6％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。 

 

- 3 -

大王製紙㈱（3880）平成22年３月期 第３四半期決算短信



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日） (平成21年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 138,599 98,918

受取手形及び売掛金 106,042 103,590

商品及び製品 31,148 44,109

仕掛品 6,025 5,576

原材料及び貯蔵品 19,720 19,156

その他 10,889 9,950

貸倒引当金 △527 △623

流動資産合計 311,899 280,678

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 74,103 77,199

機械装置及び運搬具（純額） 161,921 175,103

土地 87,195 85,815

その他（純額） 17,897 17,183

有形固定資産合計 341,118 355,301

無形固定資産

のれん 12,815 13,400

その他 3,121 3,012

無形固定資産合計 15,936 16,412

投資その他の資産 51,828 53,101

固定資産合計 408,884 424,815

繰延資産 85 108

資産合計 720,868 705,602

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日） (平成21年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 44,326 41,856

短期借入金 65,269 68,571

1年内返済予定の長期借入金 82,811 78,414

未払法人税等 3,153 2,759

引当金 2,283 4,418

その他 46,526 45,459

流動負債合計 244,370 241,480

固定負債

社債 40,991 51,120

長期借入金 280,315 261,510

長期設備関係未払金 7,618 8,326

退職給付引当金 13,219 13,462

役員退職慰労引当金 1,143 1,182

その他 2,472 2,358

固定負債合計 345,759 337,961

負債合計 590,130 579,441

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 63,727 62,240

自己株式 △4,060 △4,170

株主資本合計 119,483 117,886

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,926 △4,692

為替換算調整勘定 △9,337 △8,663

評価・換算差額等合計 △14,264 △13,355

少数株主持分 25,518 21,629

純資産合計 130,738 126,161

負債純資産合計 720,868 705,602

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３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自  平成20年４月１日 (自  平成21年４月１日 

  至  平成20年12月31日）   至  平成21年12月31日）

売上高 355,179 318,818

売上原価 283,365 248,269

売上総利益 71,813 70,549

販売費及び一般管理費 57,614 52,461

営業利益 14,198 18,088

営業外収益

受取利息 371 226

受取配当金 546 862

受取賃貸料 － 708

補助金収入 556 214

その他 1,592 975

営業外収益合計 3,067 2,988

営業外費用

支払利息 6,976 6,842

その他 975 3,006

営業外費用合計 7,952 9,849

経常利益 9,314 11,227

特別利益

固定資産売却益 42 26

国庫補助金 1,839 804

貸倒引当金戻入額 86 98

その他 47 314

特別利益合計 2,015 1,243

特別損失

固定資産除売却損 － 438

固定資産圧縮損 1,624 752

役員退職慰労金 3,107 －

役員退職慰労引当金繰入額 245 －

その他 1,790 353

特別損失合計 6,768 1,544

4,561 10,926

法人税、住民税及び事業税 1,881 3,821

法人税等調整額 442 747

法人税等合計 2,323 4,568

少数株主利益又は少数株主損失（△） △109 4,002

四半期純利益 2,347 2,355

税金等調整前四半期純利益
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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。

大王製紙㈱（3880）平成22年３月期 第３四半期決算短信
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（訂正前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(財)財務会計基準機構会員

平成22年3月期　第3四半期決算短信
平成22年1月29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2月12日

配当支払開始予定日 －

（百万円未満切捨て）

1．平成22年3月期第3四半期の連結業績 （平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期

21年3月期第3四半期

1株当たり四半期純利益

円  銭 円  銭

22年3月期第3四半期 －

21年3月期第3四半期 －

（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3四半期

21年3月期

（参考）　自己資本 22年3月期第3四半期  105,460百万円 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

 ％

841.3425,000

3880

（氏名）

（氏名） ＴＥＬ

 ％

2,533

2,390

20.5

 ％

△8.8 20,500 28.2413,000 16.1

 ％

3,500

5.00

4.00

3.50 8.50

1株当たり
当期純利益

721,269

706,003

131,138

126,561 14.8

850.95

844.85

27.4 11,227

20.44

19.10

潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益

－ 9,314

6.0

14.6

318,818 △10.2 18,088

355,179 － －14,198 －
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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3四半期 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3四半期 5,086,723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3四半期 123,938,983株 21年3月期第3四半期 125,132,257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３四半期連結累計期間における国内経済は、９月以降急激な円高が進み二番底の懸念が高まるなか、雇用状況は

依然回復せず、個人消費も冷え込んでおり、引き続き需要が低迷した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、エネルギー費等の変動費と固

定費の削減などの諸施策の継続実施により、収益力の強化を図りました。 

その結果、当第３四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 318,818 百万円 （前年同期比 10.2 ％減） 

連結営業利益 18,088 百万円 （前年同期比 27.4 ％増） 

連結経常利益 11,227 百万円 （前年同期比 20.5 ％増） 

連結四半期純利益 2,533 百万円 （前年同期比 6.0 ％増） 

 

主な品種別の販売状況は、以下のとおりです。 

新聞用紙は、継続的な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うチラシ・カタログなどの需要の減少、輸入紙の増加により、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、高付加価値品であるローションティシューやプリントトイレットティシューなどのリニューアル等によ

る配荷拡大、新規顧客の獲得等により販売が伸長し、販売数量は前年同期を上回りましたが、汎用商品の価格下落によ

り、販売金額は前年同期を下回りました。 

段ボール原紙は、昨秋以降の国内景気の低迷に伴う需要減退、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。 

段ボールは、国内景気の低迷に伴う需要減退等により、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、品質・パッケージを大幅に改善した全面リニューアルによる新規顧客の獲得及び東アジアを中

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、消費者の店頭での購買行動を分析し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、品揃えの強化により、新規顧客の獲得と配荷拡大に取り組んだ結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りまし

た。 

生理用ナプキンは、消費者満足度の向上に向けて、「ウルトラガード」の吸収性能強化、「新・素肌感」プレミアム

シリーズの表面素材の機能強化等を行うことにより、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３四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15,265百万円増加し、721,269百万円となりました。

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10,688百万円増加し、590,130百万円となりました。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、131,138百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.2％減少し、14.6％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。 

 

大王製紙㈱（3880）平成22年３月期 第３四半期決算短信

- 3 -



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日） (平成21年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 138,599 98,918

受取手形及び売掛金 106,042 103,590

商品及び製品 31,148 44,109

仕掛品 6,025 5,576

原材料及び貯蔵品 19,720 19,156

その他 10,889 9,950

貸倒引当金 △527 △623

流動資産合計 311,899 280,678

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 74,113 77,208

機械装置及び運搬具（純額） 161,926 175,108

土地 87,582 86,201

その他（純額） 17,897 17,183

有形固定資産合計 341,519 355,701

無形固定資産

のれん 12,815 13,400

その他 3,121 3,012

無形固定資産合計 15,936 16,412

投資その他の資産 51,828 53,101

固定資産合計 409,284 425,215

繰延資産 85 108

資産合計 721,269 706,003

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日） (平成21年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 44,326 41,856

短期借入金 65,269 68,571

1年内返済予定の長期借入金 82,811 78,414

未払法人税等 3,153 2,759

引当金 2,283 4,418

その他 46,526 45,459

流動負債合計 244,370 241,480

固定負債

社債 40,991 51,120

長期借入金 280,315 261,510

長期設備関係未払金 7,618 8,326

退職給付引当金 13,219 13,462

役員退職慰労引当金 1,143 1,182

その他 2,472 2,358

固定負債合計 345,759 337,961

負債合計 590,130 579,441

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 64,491 62,826

自己株式 △3,580 △3,568

株主資本合計 120,728 119,075

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,926 △4,692

為替換算調整勘定 △10,342 △9,667

評価・換算差額等合計 △15,268 △14,359

少数株主持分 25,678 21,845

純資産合計 131,138 126,561

負債純資産合計 721,269 706,003

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３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自  平成20年４月１日 (自  平成21年４月１日 

  至  平成20年12月31日）   至  平成21年12月31日）

売上高 355,179 318,818

売上原価 283,365 248,269

売上総利益 71,813 70,549

販売費及び一般管理費 57,614 52,461

営業利益 14,198 18,088

営業外収益

受取利息 371 226

受取配当金 546 862

受取賃貸料 － 708

補助金収入 556 214

その他 1,592 975

営業外収益合計 3,067 2,988

営業外費用

支払利息 6,976 6,842

その他 975 3,006

営業外費用合計 7,952 9,849

経常利益 9,314 11,227

特別利益

固定資産売却益 42 26

国庫補助金 1,839 804

貸倒引当金戻入額 86 98

その他 47 314

特別利益合計 2,015 1,243

特別損失

固定資産除売却損 － 438

固定資産圧縮損 1,624 752

役員退職慰労金 3,107 －

役員退職慰労引当金繰入額 245 －

その他 1,790 353

特別損失合計 6,768 1,544

4,561 10,926

法人税、住民税及び事業税 1,881 3,821

法人税等調整額 442 747

法人税等合計 2,323 4,568

少数株主利益又は少数株主損失（△） △152 3,824

四半期純利益 2,390 2,533

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３四半期決算短信

- 7 -



   （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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