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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） 

(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2四半期 247,400 △5.5 3,059 △5.4 2,995 △5.6 △3,867 ―
24年3月期第2四半期 261,869 14.4 3,233 30.1 3,171 8.3 772 △49.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △1,369百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 1,307百万円 （―％）

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 △26.44 ―
24年3月期第2四半期 5.28 5.28

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 276,909 67,144 23.1
24年3月期 282,899 68,573 23.5
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  64,055百万円 24年3月期  66,369百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00
25年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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）

（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 500,000 △2.1 6,400 18.2 6,300 15.3 △2,000 ― △13.67



(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)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積もりの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。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（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。

※  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2Q 150,215,512 株 24年3月期 150,215,512 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,941,754 株 24年3月期 3,935,376 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 146,276,034 株 24年3月期2Q 146,285,351 株
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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わが国経済は、復興関連需要により一部で景気の持ち直しの兆候が

みられたものの、欧州債務危機の深刻化や米国、中国をはじめとする世界景気の減速感などを背景とした

株式市場の低迷、円高の継続など先行きが不透明な状況で推移しました。 

 紙パルプ業界におきましては、洋紙・板紙共に、内需が減少傾向で推移したことや、輸入紙の増加によ

る影響等もあり、全般的に国内出荷が減少しました。 

 当社グループは、ＪＰグループ中期経営計画2013の推進に引き続き注力し、既存事業の収益力強化に取

り組むとともに、海外事業及び資源・環境等の関連事業の拡大を図っております。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、紙等の国内販売の減少により、前年同四半期連

結累計期間比5.5％減の2,474億円となりました。利益面では、営業利益は5.4％減の30億５千９百万円に、

経常利益は5.6％減の29億９千５百万円になりました。また、四半期純損益は、投資有価証券評価損の計上

により38億６千７百万円の純損失（前年同四半期連結累計期間は７億７千２百万円の純利益）となりまし

た。 

 

 当第２四半期連結累計期間の業績をセグメント別にみると次のとおりです。 

「国内卸売事業」 

紙・板紙は国内向け販売数量が減少したため、売上高は前年同四半期連結累計期間比6.5％減の1,781

億２千７百万円に、経常利益は、販売費及び一般管理費の減少により、5.4％増の27億５千８百万円と

なりました。 

「在外卸売事業」 

 売上高は、欧米を中心に減少し、前年同四半期連結累計期間比3.6％減の551億７千５百万円になり、

経常利益は、28.9％減の２億３百万円になりました。 

「製紙及び加工等事業」 

 売上高は前年同四半期連結累計期間比0.2％減の112億８千５百万円になり、経常利益は13.5％減の

９億５百万円になりました。 

「不動産賃貸事業」 

 空室の増加等により、売上高は前年同四半期連結累計期間比15.3％減の16億３千２百万円に、経常

利益は22.8％減の３億９千２百万円になりました。 

「その他の事業」 

 売上高は、総合リサイクル事業の取扱量増加等により、前年同四半期連結累計期間比37.2％増の11

億８千１百万円になり、経常損益は８千３百万円の経常利益（前年同四半期連結累計期間は３千万円

の経常損失）になりました。 
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(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、投資有価証券の時価の下落等により、前連結会計年度末に比

べて59億９千１百万円減少し、2,769億９百万円となりました。 

 総負債は、有利子負債の減少等により、前連結会計年度末に比べて45億６千２百万円減少し、2,097億６

千４百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失の計上等により、前連結会計年度末に比べて14億２千９百万円減少し、671億４

千４百万円となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想に関しましては、平成24年５月14日に公表しました数値を修正しております。 

詳しくは、本日公表の「平成25年３月期 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. 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 

当第２四半期連結累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、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ております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 
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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 3,671 4,296

受取手形及び売掛金 145,634 143,518

たな卸資産 24,635 23,700

その他 5,644 6,081

貸倒引当金 △1,421 △1,083

流動資産合計 178,163 176,512

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 29,343 29,353

土地 26,373 26,680

その他（純額） 10,707 11,857

有形固定資産合計 66,424 67,890

無形固定資産

のれん 1,382 1,304

その他 1,377 1,277

無形固定資産合計 2,760 2,582

投資その他の資産

投資有価証券 28,710 22,510

その他 8,073 8,504

貸倒引当金 △1,281 △1,132

投資その他の資産合計 35,502 29,882

固定資産合計 104,686 100,354

繰延資産 51 43

資産合計 282,899 276,909
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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 103,480 102,835

短期借入金 39,245 40,859

1年内返済予定の長期借入金 4,190 2,809

コマーシャル・ペーパー 15,000 13,000

1年内償還予定の社債 425 258

未払法人税等 1,629 698

引当金 1,650 1,675

その他 6,333 6,513

流動負債合計 171,953 168,646

固定負債

社債 15,335 15,220

長期借入金 16,533 15,866

退職給付引当金 2,695 2,584

役員退職慰労引当金 76 87

その他 7,735 7,360

固定負債合計 42,373 41,118

負債合計 214,326 209,764

純資産の部

株主資本

資本金 16,649 16,649

資本剰余金 15,247 15,247

利益剰余金 39,568 34,968

自己株式 △1,478 △1,480

株主資本合計 69,986 65,384

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,057 △81

繰延ヘッジ損益 △6 3

為替換算調整勘定 △1,553 △1,251

その他の包括利益累計額合計 △3,617 △1,329

新株予約権 61 101

少数株主持分 2,143 2,988

純資産合計 68,573 67,144

負債純資産合計 282,899 276,909
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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 261,869 247,400

売上原価 238,585 225,001

売上総利益 23,284 22,399

販売費及び一般管理費 20,052 19,340

営業利益 3,233 3,059

営業外収益

受取利息 44 37

受取配当金 456 358

持分法による投資利益 113 156

その他 275 259

営業外収益合計 888 810

営業外費用

支払利息 733 685

その他 216 189

営業外費用合計 949 874

経常利益 3,171 2,995

特別利益

固定資産売却益 16 206

負ののれん発生益 58 187

受取遅延損害金 － 127

投資有価証券売却益 500 37

その他 － 1

特別利益合計 574 558

特別損失

投資有価証券評価損 1,410 9,171

段階取得に係る差損 264 229

関係会社整理損 51 73

投資有価証券売却損 115 5

その他 63 18

特別損失合計 1,903 9,496

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（△）

1,842 △5,943

法人税、住民税及び事業税 1,256 390

法人税等調整額 △369 △2,685

法人税等合計 887 △2,295

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（△）

955 △3,648

少数株主利益 183 219

四半期純利益又は四半期純損失（△） 772 △3,867
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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（△）

955 △3,648

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 290 2,112

繰延ヘッジ損益 11 9

為替換算調整勘定 133 307

持分法適用会社に対する持分相当額 △81 △149

その他の包括利益合計 352 2,279

四半期包括利益 1,307 △1,369

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,084 △1,580

少数株主に係る四半期包括利益 223 210

日本紙パルプ商事株式会社(8032)平成25年３月期　第２四半期決算短信

－ 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) セグメント情報等 

 
【セグメント情報】 
 

Ⅰ 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) 

 

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 
 

 

報告セグメント 
その他 

(百万円) 
合計 

(百万円) 
調整額 

(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(百万円) 
国内卸売 
(百万円) 

在外卸売 
(百万円) 

製紙及び 
加工等 

(百万円) 

不動産賃貸 
(百万円) 

売上高         

  外部顧客への売上高 190,558 57,221 11,302 1,927 861 261,869 ― 261,869 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

9,568 316 9,495 12 851 20,242 △20,242 ― 

計 200,126 57,537 20,797 1,939 1,712 282,111 △20,242 261,869 

セグメント利益 
又は損失（△） 

2,615 285 1,047 508 △30 4,425 △1,254 3,171 

（注）１ その他には、資源・環境事業、倉庫・運送事業及び情報システム販売等の事業を含んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 ３ セグメント利益又は損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社部門の損益△1,084百万

円が含まれております。全社部門の損益は、主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益、営業

外費用の純額（連結上消去した受取配当金等を除く）であります。 

 
Ⅱ 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) 

 

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 
 

 

報告セグメント 
その他 

(百万円) 
合計 

(百万円) 
調整額 

(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(百万円) 
国内卸売 
(百万円) 

在外卸売 
(百万円) 

製紙及び 
加工等 

(百万円) 

不動産賃貸 
(百万円) 

売上高         

  外部顧客への売上高 178,127 55,175 11,285 1,632 1,181 247,400 ― 247,400 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

7,175 382 7,247 14 700 15,517 △15,517 ― 

計 185,302 55,557 18,532 1,645 1,881 262,917 △15,517 247,400 

セグメント利益 
又は損失（△） 

2,758 203 905 392 83 4,341 △1,346 2,995 

（注）１ その他には、資源・環境事業、倉庫・運送事業及び情報システム販売等の事業を含んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 ３ セグメント利益又は損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社部門の損益△1,263百万

円が含まれております。全社部門の損益は、主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益、営業

外費用の純額（連結上消去した受取配当金等を除く）であります。 
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(5) 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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