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（訂正） 

「平成 24 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23年12月14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）

平成24年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成23年12月14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 佐光　正義

問合せ先責任者 （役職名）常務取締役 阿達　敏洋 0896-23-9006

四半期報告書提出予定日 平成23年12月14日 配当支払開始予定日 平成23年12月9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24年3月期第2四半期の連結業績 （平成23年4月1日～平成23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

24年3月期第2四半期 －

23年3月期第2四半期 －

（注）包括利益 24年3月期第2四半期　△3,916百万円　（－％） 23年3月期第2四半期　△1,475百万円　（－％）

24年3月期第2四半期 －

23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

24年3月期第2四半期

23年3月期

（参考）　自己資本 24年3月期第2四半期     83,471百万円 23年3月期 　　85,645百万円

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

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

― ―

24年3月期 ―

24年3月期(予想) ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

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、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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有

△23.00

△36.73

4.00

15,800

 ％  ％

△35.1

△50.9

△2,843

△4,548

 ％  ％

△22.1 2,275

3,507

5,8302.2

4.05500 －

 ％ 百万円

12.2

12.7

110,036

115,191

1株当たり当期
純利益

4.50

8,000425,000 3.6 41.218.1

3880

（氏名）

（氏名） ＴＥＬ

672,386

203,972

199,491 △34.47,481

百万円

683,399

△4.7

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

23年3月期 4.00 4.50

合計

8.50

8.50



4.その他

（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

新規 － 社 （社名） 、 除外 － 社 （社名）

（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

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

（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） 24年3月期2Q 株 23年3月期 株

②

129,018,785 129,018,785

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 株 23年3月期 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 株 23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

5,462,807 5,246,597

123,664,083 123,822,166

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す。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．上記に記載した業績予想数値は、平成23年５月24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、本日公表の「平成24年３
月期第２四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異及び通期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。
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１．当四半期決算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、平成23年３月に発生した東日本大震災や福島原発事故の影響

で寸断されたサプライチェーンの復旧が進み、個人消費の回復などにより生産活動は持ち直してきました。しか

しながら、欧州の金融不安等による世界経済の停滞及びその影響による円高、株価下落など、依然として先行き

が不透明な状況が続いています。 

このような状況の中で、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。一方、当第２四半期連結

累計期間において、当社元代表取締役会長井川意高氏への貸付金に対する貸倒引当金の計上による特別損失

4,474百万円が発生しています。 

以上の結果、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 203,972 百万円 (前年同期比 2.2％増) 

連結営業利益 5,830 百万円 (前年同期比 22.1％減) 

連結経常利益 2,275 百万円 (前年同期比 35.1％減) 

連結四半期純利益 △2,843百万円 (前年同期比  －％ ) 

主な品種別の販売状況は、以下のとおりです。  

  

新聞用紙は、震災発生直後の広告自粛の動きなどから、発行部数・ページ数・広告出稿量が減少し、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、震災による需要減少の回復は低調に推移していますが、国内の製品供給不足に対応した結果、販

売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

段ボールは、震災後の支援物資搬送用の需要の増加や既存・新規先への拡販に取り組んだ結果、販売数量・金

額ともに前年同期を上回りました。 

衛生用紙は、ティシュー、トイレットティシュー、キッチンタオルの全カテゴリーで販売が堅調に推移しまし

た。震災やユッケ食中毒事件などにより除菌意識が高まり、除菌関連商品の需要が増加、また、節電による汗拭

きニーズの向上に合わせ、平成23年７月に「エリエールｆｏｒＭＥＮおしぼり感覚でゴシゴシふけるドデカシー

ト」を新発売した結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

ベビー用紙おむつは、東アジアを中心とした輸出販売による新規顧客獲得に取り組み、海外販売は伸長しまし

たが、震災後のサプライチェーンの寸断や国内市場での販売価格の下落の影響を受け、販売数量・金額ともに前

年同期を下回りました。 

大人用紙おむつは、平成23年３月にリニューアルした「アテントすっきりフィットうす型パンツ」を中心に配

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、被災地への支援物資としての需要が増加したほか、高付加価値商品であるスリムタイプナ

プキン「ｅｌｉｓＭｅｇａｍｉ」で女性人気ファッションブランドとのタイアップ企画品の販売や伸長カテゴリ

ーである軽失禁商品「ナチュラ」の配荷拡大を進めた結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

また、平成23年４月にペット市場に新規参入し、ペットの排泄処理と同時におしっこのｐＨを簡単にチェック

できることをコンセプトにした商品「エリエールＥｌｕｌｕ（エルル）おしっこチェックもできちゃうシート」

「エリエールＥｌｕｌｕ（エルル）おしっこチェックもできちゃうサンド」を発売し、販売拡大を進めていま

す。 

 

  

（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11,013百万円増加し、683,399百万円とな

りました。主な増加要因は、現金及び預金の増加並びにたな卸資産の増加によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ16,168百万円増加し、573,363百万円となりました。主な増加要因は、長期

借入金の増加によるものです。 

純資産は、110,036百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5％減少し、12.2％となりまし

た。  
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の見通しにつきましては、平成23年５月24日に公表しました連結業績予想を以下のとおり修正しました。

詳細につきましては、本日公表の「平成24年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異及び通

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

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。 

  

平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日）   （単位：百万円）  

  売上高 営業利益  経常利益  当期純利益  

 前回発表予想（Ａ）      428,000 14,300 6,500 3,000

 今回修正予想（Ｂ）      425,000  15,800  8,000  500

 増減額（Ｂ－Ａ）      △3,000  1,500  1,500  △2,500

 増減率（％）       △0.7  10.5  23.1  △83.3
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（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。 
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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） 

    前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

資産の部 
 流動資産 
  現金及び預金 130,153 133,719
  受取手形及び売掛金 93,952 94,404
  たな卸資産 54,425 63,563
  その他 12,035 14,785
  貸倒引当金 △407 △4,880
  流動資産合計 290,159 301,592
 固定資産 
  有形固定資産 
   建物及び構築物（純額） 71,199 69,730
   機械装置及び運搬具（純額） 147,578 142,127
   土地 89,556 89,517
   その他（純額） 13,570 13,960
   有形固定資産合計 321,904 315,335
  無形固定資産 
   のれん 12,092 12,432
   その他 2,969 2,946
   無形固定資産合計 15,061 15,379
  投資その他の資産 45,141 50,941
  固定資産合計 382,108 381,656
 繰延資産 118 150
 資産合計 672,386 683,399
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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２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

負債の部 
 流動負債 
  買掛金 42,430 42,192
  短期借入金 62,320 63,470
  1年内返済予定の長期借入金 80,713 81,247
  未払法人税等 1,571 1,441
  引当金 4,223 4,171
  その他 53,696 53,451
  流動負債合計 244,954 245,974
 固定負債 
  社債 35,560 35,430
  長期借入金 252,736 268,149
  長期設備関係未払金 4,974 4,570
  退職給付引当金 13,247 13,542
  役員退職慰労引当金 1,240 1,130
  環境対策引当金 358 331
  関係会社事業損失引当金 1,501 1,501
  その他 2,621 2,732
  固定負債合計 312,240 327,389
 負債合計 557,195 573,363

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 44,536 41,172
  自己株式 △4,162 △4,314
  株主資本合計 100,190 96,674
 その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 △3,317 △1,266
  為替換算調整勘定 △11,227 △11,937
  その他の包括利益累計額合計 △14,545 △13,203
 少数株主持分 29,545 26,565
 純資産合計 115,191 110,036

負債純資産合計 672,386 683,399
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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

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 199,491 203,972

売上原価 158,658 163,246

売上総利益 40,832 40,725

販売費及び一般管理費 33,351 34,894

営業利益 7,481 5,830

営業外収益 
 受取利息 145 149
 受取配当金 410 354
 不動産賃貸料 370 230
 その他 890 858
 営業外収益合計 1,817 1,593

営業外費用 
 支払利息 4,248 3,968
 その他 1,543 1,180
 営業外費用合計 5,791 5,149

経常利益 3,507 2,275

特別利益 
 受取保険金 137 152
 固定資産売却益 230 1
 国庫補助金 500 －
 その他 91 1
 特別利益合計 959 155

特別損失 
 固定資産圧縮損 452 －
 災害による損失 179 854
 投資有価証券評価損 8,497 1,216
 貸倒引当金繰入額 0 4,474
 その他 500 344
 特別損失合計 9,629 6,890

税金等調整前四半期純損失（△） △5,162 △4,460

法人税、住民税及び事業税 1,083 1,039

法人税等調整額 △2,906 △267

法人税等合計 △1,823 772

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,339 △5,232

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,208 △2,388

四半期純損失（△） △4,548 △2,843
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（四半期連結包括利益計算書） 

（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

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,339 △5,232

その他の包括利益 
 その他有価証券評価差額金 3,222 2,037
 為替換算調整勘定 △1,358 △722
 その他の包括利益合計 1,863 1,315

四半期包括利益 △1,475 △3,916

（内訳） 
 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,698 △1,501
 少数株主に係る四半期包括利益 1,222 △2,414
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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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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

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 203,972 2.2 5,830 △22.1 2,275 △35.1 △2,839 ―

23年3月期第2四半期 199,491 △4.7 7,481 △34.4 3,507 △50.9 △4,460 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △3,916百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,475百万円 （―％）

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2四半期 △22.96 ―

23年3月期第2四半期 △36.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 683,799 110,436 12.3
23年3月期 672,786 115,591 12.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  83,803百万円 23年3月期  85,954百万円

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 ― 4.00 ― 4.50 8.50

24年3月期 ― 4.00

24年3月期（予想） ― 4.50 8.50

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、対前期増減率）

（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

通期 425,000 3.6 15,800 18.1 8,000 41.2 500 ― 4.05

16505
タイプライターテキスト
（訂正前）



(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
半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した業績予想数値は、平成23年５月24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、本日公表の「平成24年３月期第２四半期
累計期間の連結業績予想と実績値との差異及び通期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。 

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2Q 129,018,785 株 23年3月期 129,018,785 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 5,462,807 株 23年3月期 5,246,597 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 123,664,083 株 23年3月期2Q 123,822,166 株
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（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、平成23年３月に発生した東日本大震災や福島原発事故の影響

で寸断されたサプライチェーンの復旧が進み、個人消費の回復などにより生産活動は持ち直してきました。しか

しながら、欧州の金融不安等による世界経済の停滞及びその影響による円高、株価下落など、依然として先行き

が不透明な状況が続いています。 

このような状況の中で、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。一方、当第２四半期連結

累計期間において、当社元代表取締役会長井川意高氏への貸付金に対する貸倒引当金の計上による特別損失

百万円が発生しています。 

以上の結果、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。 

主な品種別の販売状況は、以下のとおりです。  

  

新聞用紙は、震災発生直後の広告自粛の動きなどから、発行部数・ページ数・広告出稿量が減少し、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、震災による需要減少の回復は低調に推移していますが、国内の製品供給不足に対応した結果、販

売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

段ボールは、震災後の支援物資搬送用の需要の増加や既存・新規先への拡販に取り組んだ結果、販売数量・金

額ともに前年同期を上回りました。 

衛生用紙は、ティシュー、トイレットティシュー、キッチンタオルの全カテゴリーで販売が堅調に推移しまし

た。震災やユッケ食中毒事件などにより除菌意識が高まり、除菌関連商品の需要が増加、また、節電による汗拭

きニーズの向上に合わせ、平成23年７月に「エリエール ｆｏｒ ＭＥＮ おしぼり感覚でゴシゴシふけるドデカ

シート」を新発売した結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。 

ベビー用紙おむつは、東アジアを中心とした輸出販売による新規顧客獲得に取り組み、海外販売は伸長しまし

たが、震災後のサプライチェーンの寸断や国内市場での販売価格の下落の影響を受け、販売数量・金額ともに前

年同期を下回りました。  

大人用紙おむつは、平成23年３月にリニューアルした「アテント すっきりフィットうす型パンツ」を中心に

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、被災地への支援物資としての需要が増加したほか、高付加価値商品であるスリムタイプナ

プキン「ｅｌｉｓ Ｍｅｇａｍｉ」で女性人気ファッションブランドとのタイアップ企画品の販売や伸長カテゴ

リーである軽失禁商品「ナチュラ」の配荷拡大を進めた結果、販売数量・金額ともに前年同期を上回りました。

また、平成23年４月にペット市場に新規参入し、ペットの排泄処理と同時におしっこのｐＨを簡単にチェック

できることをコンセプトにした商品「エリエール Ｅｌｕｌｕ（エルル）おしっこチェックもできちゃうシー

ト」「エリエール Ｅｌｕｌｕ（エルル）おしっこチェックもできちゃうサンド」を発売し、販売拡大を進めて

います。  

  

（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 百万円増加し、 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並びにたな卸資産の増加によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。主な増加要因は、長期

借入金の増加によるものです。 

純資産は、 百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ ％減少し、 ％となりまし

た。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,474

連結売上高   203,972  百万円 (前年同期比  ％増) 2.2

連結営業利益   5,830  百万円 (前年同期比 ％減) 22.1

連結経常利益   2,275  百万円 (前年同期比 ％減) 35.1

連結四半期純利益   △2,839  百万円 (前年同期比  ％ ) －

11,013 683,799

16,168 573,363

110,436 0.5 12.3



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の見通しにつきましては、平成23年５月24日に公表しました連結業績予想を以下のとおり修正しました。

詳細につきましては、本日公表の「平成24年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異及び通

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

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。 

  

平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日）   （単位：百万円）

   

  売上高 営業利益  経常利益  当期純利益  

 前回発表予想（Ａ）      428,000 14,300  6,500 3,000

 今回修正予想（Ｂ）      425,000   15,800   8,000   500

 増   減   額（Ｂ－Ａ）      △3,000   1,500   1,500   △2,500

 増   減   率（％）       △0.7   10.5   23.1   △83.3



（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。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 130,153 133,719

受取手形及び売掛金 93,952 94,404

たな卸資産 54,425 63,563

その他 12,035 14,785

貸倒引当金 △407 △4,880

流動資産合計 290,159 301,592

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 71,208 69,739

機械装置及び運搬具（純額） 147,583 142,132

土地 89,943 89,903

その他（純額） 13,570 13,960

有形固定資産合計 322,305 315,736

無形固定資産   

のれん 12,092 12,432

その他 2,969 2,946

無形固定資産合計 15,061 15,379

投資その他の資産 45,141 50,941

固定資産合計 382,508 382,057

繰延資産 118 150

資産合計 672,786 683,799



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,430 42,192

短期借入金 62,320 63,470

1年内返済予定の長期借入金 80,713 81,247

未払法人税等 1,571 1,441

引当金 4,223 4,171

その他 53,696 53,451

流動負債合計 244,954 245,974

固定負債   

社債 35,560 35,430

長期借入金 252,736 268,149

長期設備関係未払金 4,974 4,570

退職給付引当金 13,247 13,542

役員退職慰労引当金 1,240 1,130

環境対策引当金 358 331

関係会社事業損失引当金 1,501 1,501

その他 2,621 2,732

固定負債合計 312,240 327,389

負債合計 557,195 573,363

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 45,384 42,024

自己株式 △3,697 △3,830

株主資本合計 101,504 98,011

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,317 △1,266

為替換算調整勘定 △12,231 △12,941

その他の包括利益累計額合計 △15,549 △14,207

少数株主持分 29,636 26,633

純資産合計 115,591 110,436

負債純資産合計 672,786 683,799



（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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 199,491 203,972

売上原価 158,658 163,246

売上総利益 40,832 40,725

販売費及び一般管理費 33,351 34,894

営業利益 7,481 5,830

営業外収益   

受取利息 145 149

受取配当金 410 354

不動産賃貸料 370 230

その他 890 858

営業外収益合計 1,817 1,593

営業外費用   

支払利息 4,248 3,968

その他 1,543 1,180

営業外費用合計 5,791 5,149

経常利益 3,507 2,275

特別利益   

受取保険金 137 152

固定資産売却益 230 1

国庫補助金 500 －

その他 91 1

特別利益合計 959 155

特別損失   

固定資産圧縮損 452 －

災害による損失 179 854

投資有価証券評価損 8,497 1,216

貸倒引当金繰入額 0 4,474

その他 500 344

特別損失合計 9,629 6,890

税金等調整前四半期純損失（△） △5,162 △4,460

法人税、住民税及び事業税 1,083 1,039

法人税等調整額 △2,906 △267

法人税等合計 △1,823 772

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,339 △5,232

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,121 △2,392

四半期純損失（△） △4,460 △2,839



（四半期連結包括利益計算書） 
（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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,339 △5,232

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,222 2,037

為替換算調整勘定 △1,358 △722

その他の包括利益合計 1,863 1,315

四半期包括利益 △1,475 △3,916

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,610 △1,497

少数株主に係る四半期包括利益 1,134 △2,419



  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
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