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（再訂正） 

「平成 23 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」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 
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（百万円未満切捨て）

1．平成23年３月期第１四半期の連結業績 （平成22年４月１日～平成22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

23年３月期第１四半期 －

22年３月期第１四半期

円  銭 円  銭

23年３月期第１四半期 －

22年３月期第１四半期 －

（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１四半期

22年３月期

（参考）　自己資本 23年３月期第１四半期  　104,669百万円 22年３月期 　　106,190百万円

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、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

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
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４．その他（詳細は、[添付資料]Ｐ．２「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

（ ）発行済株式数（普通株式）

（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。

（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１Ｑ 株 22年３月期 株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 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１Ｑ 株 22年３月期１Ｑ 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

129,018,785 129,018,785

5,222,563 5,164,596

123,825,206 123,941,320

　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きは実施中です

※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、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。

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報告書のレビュー手続きは実施中です。
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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１四半期連結累計期間における国内経済は、一部では個人消費の持ち直しや設備投資の下げ止まりなど景

気回復への基盤が整いつつあるとの報道があったものの、依然として雇用情勢は厳しく、また、欧州を中心とし 

た海外経済の減速懸念などから、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 

向上等の変動費及び固定費の削減など、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１四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 96,638  百万円 （前年同期比 7.6％減） 

連結営業利益 3,640  百万円 （前年同期比 31.8％減） 

連結経常利益 

連結四半期純利益 

1,722  百万円 

△86  百万円 

（前年同期比

（前年同期比

52.0％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、業界平均では広告出稿量の減少により頁数の減少傾向が続きましたが、当社グループでは販売数

量・金額ともに前年同期を上回りました。 

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。 

段ボールは、５月以降の天候不順等による飲料・青果物向けを中心とした需要減少の影響を受けた一方、自動

車及び電機産業における需要が回復傾向にあったことから、販売数量は前年同期を上回ったものの、市場全体の

価格下落の影響を受け、販売金額は前年同期を下回りました。 

衛生用紙は、ティシュー及びトイレットティシューの価格修正、不織布と紙のダブル構造のクッキングペーパー

の上市を行いましたが、価格が回復しなかった結果、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、「ＧＯＯ．Ｎスイミングパンツ」に水中に適した薄型吸収体構造を採用し、薄型化や水

中での動きやすさを改善したリニューアル品を中心とした配荷拡大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、下着への装着に特化した「下着につける尿とりパッド」、メカニカルテープを採用したズ

レにくいパッドの「紙パンツにつける尿とりパッド」、病院・施設の防ぎきれないモレに対応した「両面吸収す

きまぴったりシート」を上市し、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、体の動きに合わせて理想的な形をつくるぴったりフィットエンボスを搭載した「Ｍｅｇａ

ｍｉ」、吸収力及び装着力を向上させた「elis ＣＬＩＮＩＣＳ（クリニクス）」をリニューアルした結果、リニ

ューアル品の配荷は増加したものの、市場全体の需要減少の影響を受け、販売数量・金額ともに前年同期を下回

りました。 

 
（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、前連結会計年度末に比べ12,266百万円減少し、691,283百万円となり

ました。主な減少要因は、現金及び預金の減少によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ11,492百万円減少し、559,367百万円となりました。主な減少要因は、社債

の償還によるものです。 

純資産は、131,915百万円となり、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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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） 

当第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、営業利益、経常利益はそれぞれ3百万円、税金等調整前四半期純利益は119百万円減少していま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は141百万円です。 

 
（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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 126,016 136,070

受取手形及び売掛金 92,678 98,584

商品及び製品 35,164 29,292

仕掛品 4,987 4,462

原材料及び貯蔵品 16,993 16,718

その他 12,022 9,232

貸倒引当金 △436 △451

流動資産合計 287,425 293,910

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 73,593 74,538

機械装置及び運搬具（純額） 154,965 159,111

土地 87,211 87,248

その他（純額） 17,478 17,115

有形固定資産合計 333,248 338,014

無形固定資産

のれん 12,436 12,625

その他 3,228 3,073

無形固定資産合計 15,664 15,699

投資その他の資産 54,875 55,849

固定資産合計 403,789 409,562

繰延資産 69 77

資産合計 691,283 703,549

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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日） (平成22年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 41,117 41,566

短期借入金 64,659 64,819

1年内返済予定の長期借入金 82,899 81,970

未払法人税等 1,510 4,109

引当金 2,198 4,323

その他 43,743 44,455

流動負債合計 236,128 241,244

固定負債

社債 30,795 40,886

長期借入金 268,541 264,541

長期設備関係未払金 6,536 7,072

退職給付引当金 13,199 13,124

役員退職慰労引当金 1,190 1,168

環境対策引当金 361 361

その他 2,615 2,460

固定負債合計 323,238 329,615

負債合計 559,367 570,860

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 63,146 63,753

自己株式 △4,192 △4,147

株主資本合計 118,771 119,423

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,757 △4,207

為替換算調整勘定 △9,344 △9,026

評価・換算差額等合計 △14,102 △13,233

少数株主持分 27,246 26,499

純資産合計 131,915 132,689

負債純資産合計 691,283 703,549

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 当第１四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成21年６月30日）   至  平成22年６月30日）

売上高 104,627 96,638

売上原価 81,702 76,617

売上総利益 22,925 20,020

販売費及び一般管理費 17,588 16,380

営業利益 5,336 3,640

営業外収益

受取利息 93 65

受取配当金 611 357

補助金収入 170 －

その他 406 652

営業外収益合計 1,282 1,076

営業外費用

支払利息 2,273 2,146

その他 754 846

営業外費用合計 3,028 2,993

経常利益 3,590 1,722

特別利益

投資有価証券売却益 0 －

国庫補助金 794 －

受取保険金 － 46

受取補償金 － 43

貸倒引当金戻入額 64 26

その他 26 2

特別利益合計 885 118

特別損失

固定資産圧縮損 752 －

投資有価証券評価損 － 263

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 116

その他 178 91

特別損失合計 931 471

3,545 1,370

法人税、住民税及び事業税 2,534 1,085

法人税等調整額 △944 △371

法人税等合計 1,589 714

少数株主損益調整前四半期純利益 － 656

少数株主利益 1,045 742

四半期純利益又は四半期純損失（△） 910 △86

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。 
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（訂正前）

平成23年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成22年８月４日

上場会社名 大王製紙株式会社 上場取引所　　東

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 （ＴＥＬ） 0896（23）9006

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 －

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 ： 無

（百万円未満切捨て）

1．平成23年３月期第１四半期の連結業績 （平成22年４月１日～平成22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

23年３月期第１四半期 －

22年３月期第１四半期

円  銭 円  銭

23年３月期第１四半期 －

22年３月期第１四半期 －

（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１四半期

22年３月期

（参考）　自己資本 23年３月期第１四半期  104,940百万円 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、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

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

第２四半期（累計）

通期

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無

8.50

8.085,000

4.50

7.85

691,683

△10.5 5,336 17.427.9 3,590

１株当たり
四半期純利益

104,627 39.8

△ 0.45

△31.8 1,722 △56

972

△52.0

703,950

12.12

1株当たり
当期純利益

△30.0

11,500 △19.3

 ％

1,000

△13.7 △40.7

 ％

△0.2

0.4

9,000

20,000

4.00

3880

（氏名）

（氏名）

 ％

△21.1

 ％

4.00

96,638 △7.6

23年３月期
（予想）

4.50 8.50

209,000 △41.4

1,500425,000

 ％

133,089

15.2

15.1

847.69

859.32

3,640

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

132,316



４．その他（詳細は、[添付資料]Ｐ．２「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１Ｑ 株 22年３月期 株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 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１Ｑ 株 22年３月期１Ｑ 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

129,018,785 129,018,785

5,222,563 5,164,596

123,825,206 123,941,320

　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。

（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。

　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きは実施中です。
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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１四半期連結累計期間における国内経済は、一部では個人消費の持ち直しや設備投資の下げ止まりなど景

気回復への基盤が整いつつあるとの報道があったものの、依然として雇用情勢は厳しく、また、欧州を中心とし 

た海外経済の減速懸念などから、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 

向上等の変動費及び固定費の削減など、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１四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 96,638  百万円 （前年同期比 7.6％減） 

連結営業利益 3,640  百万円 （前年同期比 31.8％減） 

連結経常利益 

連結四半期純利益 

1,722  百万円 

△56  百万円 

（前年同期比

（前年同期比

52.0％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、業界平均では広告出稿量の減少により頁数の減少傾向が続きましたが、当社グループでは販売数

量・金額ともに前年同期を上回りました。 

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。 

段ボールは、５月以降の天候不順等による飲料・青果物向けを中心とした需要減少の影響を受けた一方、自動

車及び電機産業における需要が回復傾向にあったことから、販売数量は前年同期を上回ったものの、市場全体の

価格下落の影響を受け、販売金額は前年同期を下回りました。 

衛生用紙は、ティシュー及びトイレットティシューの価格修正、不織布と紙のダブル構造のクッキングペーパー

の上市を行いましたが、価格が回復しなかった結果、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、「ＧＯＯ．Ｎスイミングパンツ」に水中に適した薄型吸収体構造を採用し、薄型化や水

中での動きやすさを改善したリニューアル品を中心とした配荷拡大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、下着への装着に特化した「下着につける尿とりパッド」、メカニカルテープを採用したズ

レにくいパッドの「紙パンツにつける尿とりパッド」、病院・施設の防ぎきれないモレに対応した「両面吸収す

きまぴったりシート」を上市し、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、体の動きに合わせて理想的な形をつくるぴったりフィットエンボスを搭載した「Ｍｅｇａ

ｍｉ」、吸収力及び装着力を向上させた「elis ＣＬＩＮＩＣＳ（クリニクス）」をリニューアルした結果、リニ

ューアル品の配荷は増加したものの、市場全体の需要減少の影響を受け、販売数量・金額ともに前年同期を下回

りました。 

 
（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、前連結会計年度末に比べ12,266百万円減少し、691,683百万円となり

ました。主な減少要因は、現金及び預金の減少によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ11,492百万円減少し、559,367百万円となりました。主な減少要因は、社債

の償還によるものです。 

純資産は、132,316百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.1％増加し、15.2％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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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） 

当第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、営業利益、経常利益はそれぞれ3百万円、税金等調整前四半期純利益は119百万円減少していま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は141百万円です。 

 
（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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 126,016 136,070

受取手形及び売掛金 92,678 98,584

商品及び製品 35,164 29,292

仕掛品 4,987 4,462

原材料及び貯蔵品 16,993 16,718

その他 12,022 9,232

貸倒引当金 △436 △451

流動資産合計 287,425 293,910

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 73,602 74,547

機械装置及び運搬具（純額） 154,969 159,115

土地 87,597 87,635

その他（純額） 17,478 17,115

有形固定資産合計 333,649 338,414

無形固定資産

のれん 12,436 12,625

その他 3,228 3,073

無形固定資産合計 15,664 15,699

投資その他の資産 54,875 55,849

固定資産合計 404,189 409,962

繰延資産 69 77

資産合計 691,683 703,950

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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日） (平成22年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 41,117 41,566

短期借入金 64,659 64,819

1年内返済予定の長期借入金 82,899 81,970

未払法人税等 1,510 4,109

引当金 2,198 4,323

その他 43,743 44,455

流動負債合計 236,128 241,244

固定負債

社債 30,795 40,886

長期借入金 268,541 264,541

長期設備関係未払金 6,536 7,072

退職給付引当金 13,199 13,124

役員退職慰労引当金 1,190 1,168

環境対策引当金 361 361

その他 2,615 2,460

固定負債合計 323,238 329,615

負債合計 559,367 570,860

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 63,912 64,488

自己株式 △3,683 △3,638

株主資本合計 124,046 120,667

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,757 △4,207

為替換算調整勘定 △10,348 △10,030

評価・換算差額等合計 △15,106 △14,237

少数株主持分 27,375 26,659

純資産合計 132,316 133,089

負債純資産合計 691,683 703,950

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 当第１四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日 (自  平成22年４月１日 

  至  平成21年６月30日）   至  平成22年６月30日）

売上高 104,627 96,638

売上原価 81,702 76,617

売上総利益 22,925 20,020

販売費及び一般管理費 17,588 16,380

営業利益 5,336 3,640

営業外収益

受取利息 93 65

受取配当金 611 357

補助金収入 170 －

その他 406 652

営業外収益合計 1,282 1,076

営業外費用

支払利息 2,273 2,146

その他 754 846

営業外費用合計 3,028 2,993

経常利益 3,590 1,722

特別利益

投資有価証券売却益 0 －

国庫補助金 794 －

受取保険金 － 46

受取補償金 － 43

貸倒引当金戻入額 64 26

その他 26 2

特別利益合計 885 118

特別損失

固定資産圧縮損 752 －

投資有価証券評価損 － 263

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 116

その他 178 91

特別損失合計 931 471

3,545 1,370

法人税、住民税及び事業税 2,534 1,085

法人税等調整額 △944 △371

法人税等合計 1,589 714

少数株主損益調整前四半期純利益 － 656

少数株主利益 982 712

四半期純利益又は四半期純損失（△） 972 △56

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。 
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