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１．平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 507,200 △0.8 12,741 △11.8 10,153 ― 1,745 ―

24年3月期第2四半期 511,536 △7.2 14,440 △14.2 △12,504 ― △39,209 ―

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 △1,039百万円(―％) 24年3月期第2四半期 △34,591百万円(―％)

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2四半期 15 .07 ―

24年3月期第2四半期 △338 .60 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 1,506,151 366,069 24.1

24年3月期 1,527,635 366,652 23.8

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 362,574百万円 24年3月期 363,066百万円

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

24年3月期 ― 10 .00 ― 20 .00 30 .00

25年3月期 ― 10 .00

25年3月期(予想) ― 30 .00 40 .00

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、対前期増減率)

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 1,030,000 △1.2 27,000 △26.1 20,000 230.2 6,000 ― 51 .82

Administrator
新規スタンプ

Administrator
新規スタンプ



  

 
  

 
(注) 詳細は、【添付資料】4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。 

  

 
(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】4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。 

  

 
  

  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

ません。 

１．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。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】3ページ「1.当四半期決算に関する定性的

情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  http://www.nipponpapergroup.com/ir/presentation.html 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  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 ： 有

（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 ： 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

（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) 25年3月期2Ｑ 116,254,892株 24年3月期 116,254,892株

② 期末自己株式数 25年3月期2Ｑ 463,970株 24年3月期 461,905株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Ｑ 115,792,148株 24年3月期2Ｑ 115,797,133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

２．四半期決算補足説明資料は、下記弊社ホームページに掲載を予定しています。
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 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の復興需要はあったものの、海外経済の減速

や円高の継続による景況感の悪化など、先行き不透明な状況が続きました。 

 紙パルプ業界におきましては、国内需要が低調に推移したことに加え、円高を背景にした輸入紙の流入

などがあり、厳しい事業環境が継続しました。 

 当社グループは、平成24年８月には日本製紙株式会社石巻工場（宮城県石巻市）の予定した全設備を復

旧させるなど被災工場の復旧を進めるとともに、洋紙事業の復興計画に基づきコストダウンを推進し、収

益の回復に取り組んでまいりましたが、厳しい事業環境が続いたことにより、連結業績は以下のとおりと

なりました。 

  

   連結売上高    507,200百万円（前年同期比  0.8％減収） 

   連結営業利益    12,741百万円（前年同期比  11.8％減益） 

   連結経常利益    10,153百万円（前年同期比     －   ）    

   連結四半期純利益  1,745百万円（前年同期比     －   ） 

  

セグメントの状況は、以下のとおりです。 

  

（紙・パルプ事業）  

 新聞用紙の販売数量は、広告需要の回復やロンドン五輪効果などにより前年同期を上回りました。印刷

用紙は、被災工場の復旧により生産能力が回復し、販売数量は前年同期を上回りました。情報用紙は、Ｐ

ＰＣ用紙での輸入紙の増加などにより、販売数量は前年同期を下回りました。板紙は、需要低迷に加え前

年同期にあった被災地への支援物資の搬送需要の反動減などのため、段ボール原紙や白板紙などの販売数

量は前年同期を下回りました。家庭紙は、昨年度に震災直後の需要増の反動があったことなどから、販売

数量は前年同期を上回りました。  

 以上の結果、紙・パルプ事業の連結業績は以下のとおりとなりました。 

  

   連結売上高    399,373百万円 (前年同期比  1.2％減収) 

   連結営業利益    7,535百万円 (前年同期比 15.6％減益) 

   

（紙関連事業）  

 液体用紙容器事業は、前年度の震災影響による受注減から回復がみられました。化成品事業は、溶解パ

ルプ（ＤＰ）の輸出価格が大幅に下落したものの、液晶用途向け機能材料などの販売が好調に推移しまし

た。  

 以上の結果、紙関連事業の連結業績は以下のとおりとなりました。 

  

   連結売上高     48,117百万円 (前年同期比  0.1％減収) 

   連結営業利益     3,439百万円 (前年同期比 16.7％減益) 

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
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（木材・建材・土木建設関連事業） 

 木材・建材・土木建設関連事業の連結業績は、土木建設事業での震災復旧関連工事の影響などにより増

益となりました。 

  

   連結売上高     27,836百万円 (前年同期比   1.0％減収） 

   連結営業利益         927百万円 (前年同期比  42.9％増益） 

  

（その他） 

 その他の連結業績は、レジャー事業や物流事業が増収増益となりました。 

  

   連結売上高     31,872百万円 (前年同期比   2.4％増収） 

   連結営業利益         838百万円 (前年同期比 14.3％増益） 

  

  総資産は、前連結会計年度末の１兆5,276億円から214億円減少し、１兆5,061億円となりました。この

主な要因は、現金及び預金が189億円減少したことによるものです。 

  負債は、前連結会計年度末の１兆1,609億円から209億円減少し、１兆1,400億円となりました。この主

な要因は、支払手形及び買掛金が73億円、震災損失引当金が56億円それぞれ減少したことによるもので

す。 

  純資産は、前連結会計年度末の3,666億円から５億円減少し、3,660億円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の23.8％から24.1％となりました。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

 営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益や減価償却費などの非資金損益項目

が、売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減による運転資金の増加額を上回ったことなどにより、前年同

期に比較して53億円減少の124億円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出などにより、前年同期並みの283億円

の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは有利子負債の返済と配当金の支払などにより、前年同期に比較し

て59億円減少の37億円の支出となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間の業績状況を勘案し、通期の連結業績予想を修正しています。 

 詳細につきましては、本日公表しました「第２四半期業績予想と実績との差異およ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。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

・税金費用の計算 

 一部の連結子会社では、税金費用について、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の  

 税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益   

 に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。 

・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 

  一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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方法に変更 

  しています。これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微です。  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 119,363 100,427

受取手形及び売掛金 205,182 214,383

商品及び製品 84,875 93,207

仕掛品 18,935 22,123

原材料及び貯蔵品 51,087 51,428

その他 67,666 50,020

貸倒引当金 △765 △767

流動資産合計 546,344 530,824

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 478,844 480,893

減価償却累計額 △330,600 △335,714

建物及び構築物（純額） 148,244 145,178

機械装置及び運搬具 2,084,731 2,091,307

減価償却累計額 △1,762,573 △1,770,815

機械装置及び運搬具（純額） 322,158 320,491

土地 224,301 226,205

建設仮勘定 27,721 31,050

その他 89,789 90,840

減価償却累計額 △59,713 △59,517

その他（純額） 30,075 31,323

有形固定資産合計 752,501 754,249

無形固定資産   

のれん 17,094 16,390

その他 6,694 6,642

無形固定資産合計 23,789 23,032

投資その他の資産   

投資有価証券 184,358 176,350

その他 22,147 22,977

貸倒引当金 △1,505 △1,283

投資その他の資産合計 205,000 198,044

固定資産合計 981,291 975,327

資産合計 1,527,635 1,506,151
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 127,975 120,644

短期借入金 212,231 237,957

1年内償還予定の社債 20,000 －

未払法人税等 5,799 3,815

震災損失引当金 10,026 4,389

その他 121,744 117,647

流動負債合計 497,777 484,454

固定負債   

社債 48,000 48,000

長期借入金 555,724 549,851

退職給付引当金 29,274 28,952

環境対策引当金 599 594

その他の引当金 729 696

その他 28,877 27,532

固定負債合計 663,205 655,627

負債合計 1,160,983 1,140,081

純資産の部   

株主資本   

資本金 55,730 55,730

資本剰余金 266,252 266,251

利益剰余金 50,849 52,956

自己株式 △1,307 △1,308

株主資本合計 371,524 373,629

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,866 △128

繰延ヘッジ損益 376 △88

為替換算調整勘定 △10,700 △10,837

その他の包括利益累計額合計 △8,458 △11,055

少数株主持分 3,586 3,495

純資産合計 366,652 366,069

負債純資産合計 1,527,635 1,506,151
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 511,536 507,200

売上原価 396,847 393,509

売上総利益 114,688 113,691

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 29,501 28,983

販売諸掛 30,074 32,052

給料及び手当 23,335 22,716

その他 17,337 17,197

販売費及び一般管理費合計 100,248 100,950

営業利益 14,440 12,741

営業外収益   

受取利息 197 247

受取配当金 1,475 1,062

持分法による投資利益 － 2,654

その他 2,495 2,447

営業外収益合計 4,168 6,412

営業外費用   

支払利息 5,962 6,110

持分法による投資損失 22,576 －

その他 2,574 2,890

営業外費用合計 31,112 9,000

経常利益又は経常損失（△） △12,504 10,153

特別利益   

補助金収入 － 500

固定資産売却益 31 211

その他 826 167

特別利益合計 857 878

特別損失   

投資有価証券評価損 582 5,008

事業構造改革費用 18,385 996

固定資産除却損 614 790

震災損失 8,423 12

その他 1,235 627

特別損失合計 29,242 7,436

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（△）

△40,889 3,595

法人税、住民税及び事業税 3,011 2,357

法人税等調整額 △4,584 △442

法人税等合計 △1,573 1,915

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（△）

△39,316 1,680

少数株主損失（△） △106 △65

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,209 1,745
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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（△）

△39,316 1,680

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,961 △1,887

繰延ヘッジ損益 △1,489 △761

為替換算調整勘定 △788 566

持分法適用会社に対する持分相当額 41 △636

その他の包括利益合計 4,724 △2,719

四半期包括利益 △34,591 △1,039

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △34,564 △994

少数株主に係る四半期包括利益 △27 △44
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 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△40,889 3,595

減価償却費 36,826 31,943

震災損失引当金の増減額(△は減少) △14,738 △5,636

退職給付引当金の増減額（△は減少） △910 △352

環境対策引当金の増減額（△は減少） △80 △4

受取利息及び受取配当金 △1,672 △1,310

支払利息 5,962 6,110

持分法による投資損益（△は益） 22,576 △2,654

固定資産売却損益（△は益） △31 △211

固定資産除却損 614 790

事業構造改革費用 18,385 996

投資有価証券評価損益（△は益） 582 5,008

売上債権の増減額（△は増加） 2,698 △8,848

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,919 △10,788

仕入債務の増減額（△は減少） △4,038 △7,665

その他 8,351 9,391

小計 22,717 20,365

利息及び配当金の受取額 2,257 2,308

利息の支払額 △5,701 △6,097

特別退職金の支払額 － △2,237

法人税等の支払額 △1,468 △1,928

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,803 12,409

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △20,683 △26,860

固定資産の売却による収入 66 764

投資有価証券の取得による支出 △9,392 △732

投資有価証券の売却による収入 55 194

短期貸付金の増減額（△は増加） 1,226 △805

長期貸付けによる支出 △44 △56

長期貸付金の回収による収入 98 214

その他 △316 △1,098

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,990 △28,380

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △63,516 14,102

長期借入れによる収入 92,542 40,678

長期借入金の返済による支出 △9,172 △35,527

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

配当金の支払額 △2,323 △2,320

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,203 △685

その他 △107 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,780 △3,799

現金及び現金同等物に係る換算差額 △253 102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,220 △19,667

現金及び現金同等物の期首残高 104,739 119,265

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 6 731

現金及び現金同等物の四半期末残高 83,525 100,329
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 (注) １ 「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、飲料事業、物流事業、レジャ 
ー事業等が含まれています。 

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。 

  

 (注) １ 「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、飲料事業、物流事業、レジャ 
ー事業等が含まれています。 

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報

  前第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)  (単位：百万円)

紙・パルプ
事業

紙関連事業
木材・建材
・土木建設
関連事業

その他
(注)１

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 404,132 48,152 28,120 31,130 511,536 ─ 511,536

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,876 2,610 26,328 22,892 53,708 △53,708 ─

計 406,009 50,762 54,449 54,023 565,245 △53,708 511,536

セグメント利益 8,928 4,128 649 733 14,440 ─ 14,440

  当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)  (単位：百万円)

紙・パルプ
事業

紙関連事業
木材・建材
・土木建設
関連事業

その他
(注)１

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 399,373 48,117 27,836 31,872 507,200 ─ 507,200

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,751 1,918 29,451 23,683 56,806 △56,806 ─

計 401,125 50,036 57,288 55,556 564,007 △56,806 507,200

セグメント利益 7,535 3,439 927 838 12,741 ─ 12,741
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