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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

連結経営成績(累計)につきましては、24年３月期第１四半期は連結子会社37社、25年３月期第１四半期は連結子会社19社、持分法適用関連会社17社で算出し
ています。 

(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 ％

25年3月期第1四半期 96,127 △4.2 1,566 △38.2 1,048 18.9 377 ―

24年3月期第1四半期 100,328 3.8 2,534 △30.4 881 △48.8 △1,291 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △1,433百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △1,788百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 3.09 ―

24年3月期第1四半期 △10.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 567,551 95,395 14.2
24年3月期 596,425 97,313 14.0

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  80,742百万円 24年3月期  83,238百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.50 8.50

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 4.00 ― 4.50 8.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
上記連結業績予想は、平成24年３月期第４四半期連結会計期間と同じ連結及び持分法適用の範囲(連結子会社19社、持分法適用関連会社17社)で算出してい
ます。今後、当社関連会社等の株式を取得することで、当社の連結子会社は18社増加し、平成23年９月30日時点の37社体制へ戻るとともに、新たに連結子会
社が増加することを見込んでいます。連結業績予想につきましては、連結の範囲が確定次第、速やかに公表する予定です。 

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

第2四半期(累計) 202,000 △1.0 5,400 △7.4 2,500 9.9 1,300 ― 10.62
通期 418,000 2.2 13,500 28.8 8,000 68.5 5,000 ― 40.86



(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 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものです。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記
事項)に関する事項」をご覧ください。 

(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
半期連結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 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 129,018,785 株 24年3月期 129,018,785 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 6,663,086 株 24年3月期 6,660,642 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 122,356,921 株 24年3月期1Q 123,665,155 株
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文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。 

  

（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、東日本大震災の復興需要等を背景に企業の生産活動や個人消費

が緩やかに持ち直すなど一部では景気の回復が期待されているものの、欧州の債務危機及び電力供給の制約に伴う

景気の下振れリスクや雇用情勢の悪化懸念が残るなど、依然として厳しい状況が続きました。 

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。 

なお、平成24年２月３日公表の「当社関連会社からの株式取得に伴う子会社の異動に関するお知らせ」のとお

り、持分法適用関連会社４社及び連結の範囲から外れた会社２社の株式を譲り受けた結果、前第４四半期連結会計

期間期首以降、旧連結子会社37社は、連結子会社19社、持分法適用関連会社17社、引き続き連結の範囲から外れる

会社１社となりました。 

また、平成24年６月26日公表の「関連会社等株式の譲受に関する合意ならびに、子会社、主要株主、その他の関

係会社の異動に関するお知らせ」のとおり、今後、北越紀州製紙株式会社より当社関連会社等の株式を取得するこ

とで、当社の連結子会社は18社増加し、平成23年９月30日時点の37社体制へ戻るとともに、新たに連結子会社が増

加することを見込んでいます。 

以上の結果、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。 

  

  

セグメントの状況は、次のとおりです。 

①紙・板紙  

  

新聞用紙は、震災直後に減少した広告出稿量が回復傾向にあったことからページ数は増加しましたが、発行

部数の減少の影響を受け、販売数量・金額ともに前年同四半期を下回りました。 

印刷用紙は、メディア環境や広告媒体の多様化などにより印刷関連の需要が減少している中で、前年同四半

期において国内供給不足に対応したことに伴う販売数量増加の反動を受けたことなどから、販売数量・金額と

もに前年同四半期を下回りました。 

段ボールは、前年同四半期における震災後に生産シフトのあった西日本エリアの特需による反動を受けたも

のの、自動車関連及び食品分野の需要が堅調に推移したことで、販売数量・金額ともに前年同四半期を上回り

ました。 

  

②ホーム＆パーソナルケア  

  

衛生用紙は、「エリエールティシュー180Ｗ」「エリエール Ｃｕｔｅティシュー160Ｗ」のリニューアルを

行うとともに、汗拭きシート市場の拡大を受け「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＜スーパークールタイプ＞」「エリエール ｆｏｒ ＭＥＮ タオル感覚でガシガシふけるドデカ

シート＜超大判タイプ＞」「エリエール １枚で全身ふけるタオリッシュ＜せっけんの香り／無香料＞」を新

規上市し、配荷拡大及び新規顧客獲得に取り組んだ結果、販売数量は前年同四半期を上回りましたが、市場価

格の下落の影響により、販売金額は前年同四半期を下回りました。 

ベビー用紙おむつは、トイレトレーニングを目的とした「ＧＯＯ.Ｎ トレーニングパンツ」「ＧＯＯ.Ｎ 安

心トレーニングパッド」「ＧＯＯ.Ｎ おやすみ用夜１枚安心パッド」のリニューアルを行うとともに、うえの

パンダくんデザイン企画品及びマザーズセレクション大賞受賞告知パッケージ商品の上市による配荷拡大を進

めましたが、前年同四半期における被災地への支援物資としての需要増加の反動を受け、販売数量・金額とも

に前年同四半期を下回りました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

連結売上高 96,127 百万円 (前年同四半期比   ％減) 4.2

連結営業利益 1,566 百万円 (前年同四半期比  ％減) 38.2

連結経常利益 1,048 百万円 (前年同四半期比  ％増) 18.9

連結四半期純利益 377 百万円 (前年同四半期比   ％ ) －

売上高 68,739 百万円 (前年同四半期比   ％減) 2.9

セグメント利益 3,615 百万円 (前年同四半期比  ％増) 50.8

売上高 25,676 百万円 (前年同四半期比    ％減) 8.2

セグメント損失（△） △798 百万円 (前年同四半期比   ％ ) －



大人用紙おむつは、通気性とテープ部のつけやすさの向上を目的に、法人施設向けテープタイプにおいて

「アテント テープ式背モレ・横モレも防ぐ」を、市販向けテープタイプにおいて「アテント 消臭効果付きテ

ープ式背モレ・横モレも防ぐ」をリニューアルし、配荷拡大を進めた結果、販売数量・金額ともに前年同四半

期を上回りました。 

生理用ナプキンは、市場規模の大きいスリムタイプにおいて、「ｅｌｉｓ Ｍｅｇａｍｉ」シリーズの肌ざ

わりの良さ及び経血の逆戻りを大幅に改善させたリニューアルを行い、配荷拡大を進めましたが、前年同四半

期における被災地への支援物資としての需要増加の反動を受け、販売数量・金額ともに前年同四半期を下回り

ました。 

  

③その他  

  

（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 百万円減少し、 百万円となり

ました。主な減少要因は、現金及び預金並びに売上債権の減少によるものです。 

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

（流動負債その他に含まれている１年内償還予定の社債）の償還及び長期借入金の返済によるものです。 

純資産は、株価の下落によりその他有価証券評価差額金 百万円を計上したことなどから 百万円と

なりました。また、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ ％増加し、 ％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月18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、連結業績予想は、当社グループを連結子会社19社及び持分法適用関連会社17社として、当社が現在入手し

ている情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異な

る可能性があります。 

また、連結子会社の増加による平成25年３月期の当社連結業績への影響等につきましては、現在算定中であり、

今後判明次第、速やかに公表する予定です。 

   

（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。 

これによる損益への影響は軽微です。 

   

売上高 1,711 百万円 (前年同四半期比   ％増) 7.7

セグメント利益 118 百万円 (前年同四半期比 ％増) 478.1

28,874 567,551

26,955 472,156

△2,462 95,395

0.2 14.2

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 93,430 68,415

受取手形及び売掛金 102,784 96,231

たな卸資産 64,446 69,887

その他 9,163 11,130

貸倒引当金 △341 △18

流動資産合計 269,483 245,645

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 55,328 54,642

機械装置及び運搬具（純額） 111,810 109,989

土地 74,475 74,545

その他（純額） 13,497 14,277

有形固定資産合計 255,111 253,454

無形固定資産   

のれん 16,361 15,932

その他 2,923 2,845

無形固定資産合計 19,285 18,777

投資その他の資産 52,426 49,562

固定資産合計 326,822 321,794

繰延資産 119 111

資産合計 596,425 567,551



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,059 37,364

短期借入金 74,335 74,008

1年内返済予定の長期借入金 64,511 64,511

未払法人税等 874 711

引当金 3,002 1,451

その他 40,136 34,328

流動負債合計 222,921 212,376

固定負債   

社債 35,930 35,910

長期借入金 211,367 197,328

長期設備関係未払金 3,328 2,822

退職給付引当金 12,299 12,603

役員退職慰労引当金 965 765

環境対策引当金 309 307

関係会社事業損失引当金 2,007 1,333

持分法適用に伴う負債 6,614 6,589

その他 3,368 2,119

固定負債合計 276,190 259,779

負債合計 499,112 472,156

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 39,590 39,429

自己株式 △4,635 △4,557

株主資本合計 94,773 94,689

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 253 △2,462

為替換算調整勘定 △11,788 △11,485

その他の包括利益累計額合計 △11,534 △13,947

少数株主持分 14,075 14,653

純資産合計 97,313 95,395

負債純資産合計 596,425 567,551



（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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 100,328 96,127

売上原価 80,551 79,858

売上総利益 19,776 16,268

販売費及び一般管理費 17,241 14,702

営業利益 2,534 1,566

営業外収益   

受取利息 67 67

受取配当金 301 322

持分法による投資利益 － 209

その他 587 1,147

営業外収益合計 956 1,746

営業外費用   

支払利息 1,958 1,583

その他 651 680

営業外費用合計 2,610 2,264

経常利益 881 1,048

特別利益   

固定資産売却益 0 18

受取保険金 0 225

その他 － 24

特別利益合計 1 267

特別損失   

固定資産除売却損 70 254

災害による損失 545 193

貸倒引当金繰入額 1,331 －

災害損失引当金繰入額 186 －

その他 73 62

特別損失合計 2,207 511

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（△）

△1,324 805

法人税、住民税及び事業税 1,107 585

法人税等調整額 △666 △679

法人税等合計 441 △94

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,766 899

少数株主利益又は少数株主損失（△） △474 522

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,291 377



（四半期連結包括利益計算書） 
（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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,766 899

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25 △2,706

為替換算調整勘定 3 374

持分法適用会社に対する持分相当額 － △1

その他の包括利益合計 △21 △2,333

四半期包括利益 △1,788 △1,433

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,310 △2,034

少数株主に係る四半期包括利益 △478 600



該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、造林事業、機械

事業及び売電事業等を含んでいます。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

  

（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

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 紙・板紙 
ホーム＆
パーソナ
ルケア 

計 

売上高               

外部顧客への売上高  70,758  27,980  98,738  1,589  100,328  －  100,328

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 4,162  2  4,165  2,457  6,622  △6,622  －

計  74,920  27,983  102,904  4,047  106,951  △6,622  100,328

セグメント利益  2,397  1,220  3,618  20  3,638  △1,103  2,534

利益 金額 

報告セグメント計  3,618

「その他」の区分の利益  20

セグメント間取引消去  133

全社費用（注）  △1,237

四半期連結損益計算書の営業利益  2,534



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、造林事業、機械

事業及び売電事業等を含んでいます。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

    

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当

第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法

に変更しています。 

なお、これによる各セグメント利益又は損失に与える影響は軽微です。 

  

  

報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 紙・板紙 
ホーム＆
パーソナ
ルケア 

計 

売上高               

外部顧客への売上高  68,739  25,676  94,415  1,711  96,127  －  96,127

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,845  －  2,845  1,158  4,003  △4,003  －

計  71,584  25,676  97,260  2,870  100,131  △4,003  96,127

セグメント利益又は

損失（△） 
 3,615  △798  2,816  118  2,934  △1,368  1,566

利益 金額 

報告セグメント計  2,816

「その他」の区分の利益  118

セグメント間取引消去  △26

全社費用（注）  △1,341

四半期連結損益計算書の営業利益  1,566



（１）関連当事者情報 

１．連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員等 

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

（注）１．議決権等の所有割合は、当第１四半期会計期間末日現在の当社の株主名簿の記載内容が確認できないため、

直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしています。 

２．原材料の仕入については、市場の実勢価格を勘案し価格を決定しています。 

３．薬品の加工費用については、同社の総費用を基に協議のうえ決定しています。 

４．電力、蒸気の販売については、当社の生産コストを基に協議のうえ価格を決定しています。 

５．不動産の賃貸については、協議のうえ賃貸料を決定しています。 

６．機械設備の賃貸については、当社の維持コストを基に協議のうえ賃貸料を決定しています。 

７．当社施設の運営管理業務を委託しており、委託費用については同社の総費用を基に協議のうえ決定していま

す。 

８．構内作業の委託費用については、同社の総費用を基に協議のうえ決定しています。 

９．家庭紙製品の販売については、市場の実勢価格を勘案し価格を決定しています。 

10．取引金額には、消費税等は含まれていません。 

  

４．補足情報

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（注１） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目

当第１四
半期連結
会計期間
末残高 
(百万円)

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会 社 を 含

む） 

エリエール
ペーパーケ
ミカル㈱ 

愛媛県 
四国中
央市 

 30 薬品の加工 －
原材料の
仕入 

原材料の仕入（注２）  293 買掛金 684

薬品の加工（注３）  102 未払金 46

電力、蒸気の販売
（注４）  7 売掛金 1

不動産及び機械設備の
賃貸（注５,６）  4  － －

㈱エリエー
ルリゾーツ
ゴルフクラ
ブ 

愛媛県 
松山市  25

ゴルフ場経
営 
原材料の仕
入・販売 

－
当社施設の
運営委託 

当社施設の運営委託
（注７）  7  － －

エリエール
パッケージ
ング印刷㈱ 

岐阜県 
加茂郡  25

原材料の製
造・販売 

－
原材料の
仕入  

原材料の仕入（注２）  211 買掛金 71

不動産の賃貸（注５）  4  － －

エリエール
フーズ㈱ 

愛媛県 
四国中
央市 

 50

レストラ
ン、高速道
路サービス
エリア経営
ケータリン
グ事業 

(被所有)
直接 

％0.1

不動産の
賃貸 

不動産の賃貸（注５）  4  － －

エリエール
ライフ㈱ 

愛媛県 
四国中
央市 

 30

フィットネ
スクラブ、
スイミング
スクール経
営 

－
不動産の
賃貸  

不動産の賃貸（注５）  6  － －

名岐エコ・
パルプ㈱ 

岐阜県 
可児市  12

構内作業の
請負 

－
構内作業の
委託 

構内作業の委託
（注８）  258 未払費用 88

富士ペーパ
ーサプライ
㈱ 

東京都 
新宿区  17

家庭紙製品
の仕入・販
売 

(所有)
直接 

％10.0

家庭紙製品
の販売 

家庭紙製品の販売
（注９）  1,463

売掛金 1,000

受取手形 7



２．連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員等 

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

（注）１．議決権等の所有割合は、当第１四半期会計期間末日現在の当社の株主名簿の記載内容が確認できないため、

直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしています。 

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。 

３．元当社代表取締役会長である井川意高に対する貸付金債権を担保するため、井川意高が所有する株式につい

て譲渡担保権設定契約を締結しています。また、貸付金残高に係る貸倒引当金 百万円を計上していま

す。 

４．原材料の販売については、連結子会社の総原価を基に協議のうえ価格を決定しています。 

５．口銭料については、協議のうえ決定しています。 

６．取引金額には、消費税等は含まれていません。 

  

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（注１） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目

当第１四
半期連結
会計期間
末残高 
(百万円)

役員及びそ

の近親者 
井川意高 － － 

元当社代表
取締役会長

(被所有)
直接 

％1.1

－

資金の貸付
（注２，３） 

 －
長期
貸付金 2,025

利息の受取（注２）  7 未収入金 7

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会 社 を 含

む） 

大王商工㈱ 
愛媛県 
四国中
央市 

 100
原材料の仕
入・販売 

(被所有)
直接 

％8.4

原材料の
仕入・販売

原材料の販売（注４）  38 売掛金 40

㈱クリエイ
ティブワー
ルド 

東京都 
大田区  13

原材料の仕
入・販売 

－
原材料の
仕入  

口銭料の支払（注５）  22 未払金 2

1,124
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