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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 304,507 0.4 7,373 8.3 3,497 67.8 12,533 ―

24年3月期第3四半期 303,300 △0.7 6,806 △28.5 2,084 △43.8 △3,214 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 16,195百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △6,376百万円 （―％）

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3四半期 104.59 ―

24年3月期第3四半期 △26.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 675,129 102,997 13.6
24年3月期 596,425 97,313 14.0

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  91,606百万円 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 ― 4.00 ―

25年3月期（予想） 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、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 408,000 △0.2 12,000 14.5 7,000 47.4 13,000 ― 109.95



(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
半期財務諸表のレビュー手続きは終了しています。 

※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
業績等は今後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3Q 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3Q 10,780,657 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3Q 119,834,018 株 24年3月期3Q 123,622,880 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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に下支えされているものの、新興国

の成長鈍化や欧州の債務問題といった減速リスクを抱えています。新政権発足以降、大胆な金融緩和策の表明等

から円安の進行及び株価の上昇という明るい兆しは見られたものの、実体経済は依然として楽観できない状況が

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。   

 以上の結果、当第３四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、発行部数が減少傾向にある中、東日本大震災による落ち込みからの回復やロンドンオリンピック

の影響でページ数が増加し、販売数量・金額ともに前年同四半期並みとなりました。 

印刷用紙は、国内需要が減少し輸入紙が増加している環境下で、販売数量・金額ともに前年同四半期を下回り

ました。 

板紙・段ボールは、天候不順による青果物出荷の減少の影響を受けたものの、猛暑による飲料分野や加工食品

分野での需要増加及び拡販の伸長により、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、新製品の上市、品質の向上及びパッケージのリニューアルを実施したことにより販売数量は前年

同四半期を上回りましたが、輸入ティシューの流入などの影響を受け販売金額は前年同四半期並みとなりまし

た。 

 加工品は、大人用紙おむつについては品質向上リニューアルと追加上市により販売数量・金額ともに前年同四

半期を上回りました。ベビー用紙おむつについても、全面的なリニューアルを行い販売単価改善・配荷拡大に努

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。フェミニンケア用品についても、品揃えの充実

と品質向上により、販売数量・金額ともに前年同四半期を上回りました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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、連結範囲の変更に伴う有形固定資産及びのれんの増加です。 

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

借入金の増加です。 

純資産は、前連結会計年度末から 百万円増加し、 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 ポイント低下し、 ％となりました。 
   
（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25年１月31日に連結業績予想を公表しておりますが、直近の実績を踏ま

え、洋紙、家庭紙の販売数量・金額がこれまでの想定以上に落ち込む見込みであることに加え、更なる円安傾向

による原燃料価格の上昇を織り込み、通期業績予想の売上高・営業利益・経常利益・当期純利益を修正しまし

た。 

 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、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25年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日）   （単位：百万円）

１．当四半期決算に関する定性的情報

連結売上高 304,507 百万円 (前年同四半期比     ％増) 0.4

連結営業利益 7,373 百万円 (前年同四半期比    ％増) 8.3

連結経常利益 3,497 百万円 (前年同四半期比    ％増) 67.8

連結四半期純利益 12,533 百万円 (前年同四半期比    ％ ) －

78,703 675,129

73,019 572,131

5,683 102,997

0.4 13.6

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益  

 前回発表予想（Ａ）  412,000  14,000  8,000  14,500

 今回修正予想（Ｂ）  408,000  12,000  7,000  13,000

 増  減  額（Ｂ－Ａ）  △4,000  △2,000  △1,000  △1,500

 増  減  率（％）  △1.0  △14.3  △12.5  △10.3



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

重要な子会社の異動はありません。 
  
なお、平成24年９月27日に公表しました「連結範囲の変更に関するお知らせ」のとおり、北越紀州製紙株式会社か

ら当社関連会社等株式を購入したことに伴い、第２四半期（みなし取得日は７月１日）において連結範囲を変更し、

平成24年６月30日時点での19社に、追加で24社を連結範囲に含めた43社を連結子会社としています。 

＜紙・板紙＞ 

大成製紙㈱など10社を、持分法適用関連会社から連結範囲に含め連結子会社としています。 

また、エリエールペーパーケミカル㈱を、その他の会社から連結範囲に含め連結子会社としています。 

＜ホーム＆パーソナルケア＞ 

大宮製紙㈱など４社を、持分法適用関連会社から連結範囲に含め連結子会社としています。 

また、富士ペーパーサプライ㈱、エリエールパッケージング印刷㈱を、その他の会社から連結範囲に含め連結子

会社としています。 

＜その他＞ 

ダイオーメンテナンス㈱など３社を、持分法適用関連会社から連結範囲に含め連結子会社としています。 

また、エリエール総業㈱など４社を、その他の会社から連結範囲に含め連結子会社としています。 

  

 事業系統図によって示すと次頁のとおりです。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



事業系統図 

   

 
（注）１．エリエールハワイINCを親会社とするエリエールハワイINCグループを連結子会社43社のうちの１社として

います。 

２．エリエール総業㈱はエリエールペーパーケミカル㈱、及びエリエール商工㈱の発行済株式の100%を保有し

ています。 

３．エリエール産業㈱はエリエールパッケージング印刷㈱、及び㈱エリエールリゾーツゴルフクラブの発行済

株式の100%を保有しています。 

４．大成製紙㈱は、紙・板紙製品及び家庭紙製品を製造販売しています。  

無印 引き続き連結子会社となる会社 19社     

 ◎ 持分法適用関連会社から連結子会社に異動した会社 17社

}連結子会社に異動した24社 
 ○  

  

その他の会社(平成23年９月30日以前は連結子会社) 

から連結子会社へ異動した会社 
１社

 ※ その他の会社から新規に連結子会社へ異動した会社 ６社



   

（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、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。 

   

   



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 93,430 95,698

受取手形及び売掛金 102,784 93,050

たな卸資産 64,446 65,435

その他 9,163 14,018

貸倒引当金 △341 △29

流動資産合計 269,483 268,173

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 55,328 65,945

機械装置及び運搬具（純額） 111,810 125,359

土地 74,475 81,078

その他（純額） 13,497 19,174

有形固定資産合計 255,111 291,557

無形固定資産   

のれん 16,361 68,993

その他 2,923 2,998

無形固定資産合計 19,285 71,991

投資その他の資産 52,426 43,305

固定資産合計 326,822 406,854

繰延資産 119 101

資産合計 596,425 675,129



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,059 37,941

短期借入金 74,335 66,460

1年内返済予定の長期借入金 64,511 110,500

未払法人税等 874 3,730

引当金 3,002 2,666

その他 40,136 37,370

流動負債合計 222,921 258,669

固定負債   

社債 35,930 35,810

長期借入金 211,367 251,916

長期設備関係未払金 3,328 2,090

退職給付引当金 12,299 14,926

役員退職慰労引当金 965 576

環境対策引当金 309 280

関係会社事業損失引当金 2,007 －

持分法適用に伴う負債 6,614 －

その他 3,368 7,861

固定負債合計 276,190 313,462

負債合計 499,112 572,131

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 50,391

自己株式 △4,635 △6,657

株主資本合計 94,773 103,551

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 253 △166

為替換算調整勘定 △11,788 △11,778

その他の包括利益累計額合計 △11,534 △11,944

少数株主持分 14,075 11,390

純資産合計 97,313 102,997

負債純資産合計 596,425 675,129



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 303,300 304,507

売上原価 247,138 245,414

売上総利益 56,162 59,093

販売費及び一般管理費 49,356 51,719

営業利益 6,806 7,373

営業外収益   

受取利息 164 161

受取配当金 514 569

持分法による投資利益 67 209

その他 1,657 2,725

営業外収益合計 2,402 3,665

営業外費用   

支払利息 5,546 5,325

その他 1,578 2,216

営業外費用合計 7,124 7,541

経常利益 2,084 3,497

特別利益   

段階取得に係る差益 － 19,411

受取保険金 237 237

固定資産売却益 1 128

その他 1 4,705

特別利益合計 240 24,482

特別損失   

投資有価証券売却損 0 2,381

減損損失 2 2,204

貸倒引当金繰入額 4,474 2,147

投資有価証券評価損 1,539 1,002

災害による損失 898 332

その他 412 1,455

特別損失合計 7,327 9,523

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（△）

△5,003 18,456

法人税、住民税及び事業税 1,319 2,625

法人税等調整額 △851 △769

法人税等合計 467 1,856

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（△）

△5,470 16,599

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,256 4,066

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,214 12,533



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

△5,470 16,599

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 138 △379

為替換算調整勘定 △1,042 △17

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △7

その他の包括利益合計 △905 △404

四半期包括利益 △6,376 16,195

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,184 12,122

少数株主に係る四半期包括利益 △2,191 4,073



該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

   

   

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 

1）前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

（単位：百万円） 

（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、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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

２）当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

（単位：百万円）  

（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、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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

３．第２四半期連結会計期間において連結の範囲を変更したことなどにより、前連結会計年度末に比べ、

当第３四半期連結会計期間末の報告セグメントの資産の金額は、紙・板紙事業で 百万円、ホー

ム＆パーソナルケア事業で 百万円、その他の事業で 百万円増加しています。 

（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１） 
合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注２） 
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  210,040  88,189  298,229  5,070  303,300  － 303,300

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 7,789   8  7,798  5,962  13,760  △13,760   －

計  217,829  88,197  306,027  11,033  317,061  △13,760 303,300

セグメント利益  8,051  2,034  10,086   338  10,424  △3,618 6,806

  

報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注２） 
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  209,636  88,830  298,467  6,040  304,507  － 304,507

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 8,377   281  8,658  8,146  16,804  △16,804   －

計  218,014  89,111  307,126  14,186  321,312  △16,804 304,507

セグメント利益  8,077  2,686  10,763   462  11,225  △3,852 7,373

48,227

38,003 40,435



２．報告セグメント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、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に与える影響は軽微です。 

利 益 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

報告セグメント計  10,086  10,763

「その他」の区分の利益  338  462

セグメント間取引消去  209  197

全社費用（注）  △3,828  △4,050

四半期連結損益計算書の営業利益  6,806  7,373



１．連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

１）親会社及び法人主要株主等 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

（注）１．株式の購入については、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）及び株価倍率法の分析結果

の範囲内で価格を決定しています。 

２．取引金額には、消費税等は含まれていません。 

  

２）連結財務諸表提出会社の役員等 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

（注）１．議決権等の所有割合のうち、間接所有割合は連結子会社の所有割合です。 

２．これらの会社については、第２四半期連結会計期間中に連結の範囲に変動があったため、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に該当する期間の取引金額を記載しています。 

３．株式の購入については、財産評価基本通達で定める時価純資産価額方式を基に価格を決定しています。  

４．補足情報

（１）関連当事者情報

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 

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３四

半期連結

会計期間

末残高 
(百万円)

その他の 
関係会社 

北越紀州 
製紙㈱  

東京都

中央区 
 42,020

紙・パルプ

製品の製造

販売 

（被所有）

直接 
% 22.3

株式の購入  株式の購入（注１）  48,392  － －

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３四

半期連結

会計期間

末残高 
(百万円)

役員及びそ

の近親者 

井川英高   －  －
当社専務

取締役 
 － －

子会社株式の購入

（注３）  82  － －

井川高雄  －  － 当社顧問 － －
資産の売却（注４）  115  － －

資産の売却益（注４）  95  － －

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㈱

（注２） 

愛媛県

四国中

央市 
 30 薬品の加工

(所有)

間接 
% 100

原材料の

仕入 

原材料の仕入（注５）  293  － －

薬品の加工（注６）  102  － －

電力、蒸気の販売

（注７）  7  － －

不動産及び機械設備の 
賃貸（注８，９）  4  － －

㈱エリエー

ルリゾーツ

ゴルフクラ

ブ（注２） 

愛媛県

松山市  25

ゴルフ場経

営、原材料

の仕入・販

売 

(所有)

間接 
% 100

当社施設の

運営委託 
当社施設の運営委託

（注10）  7  － －

エリエール

パッケージ

ング印刷㈱

（注２） 

岐阜県

加茂郡  25
原材料の製

造・販売 

(所有)

間接 
% 100

原材料の

仕入 

原材料の仕入（注５）  211  － －

不動産の賃貸（注８）  4  － －

エリエール

フーズ㈱

（注２） 

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 

－
不動産の

賃貸 
不動産の賃貸（注８）  4  － －

エリエール

ライフ㈱

（注２） 

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 

(所有)

直接  % 
間接 % 

6.7

44.3

不動産の

賃貸 
不動産の賃貸（注８）  6  － －

名岐エコ・

パルプ㈱

（注２） 

岐阜県

可児市  12
構内作業の

請負 
(所有)

間接 % 50.5

構内作業の

委託 
構内作業の委託

（注11）  258  － －

富士ペーパ

ーサプライ

㈱（注２） 

東京都

新宿区  17

家庭紙製品

の仕入・販

売 

(所有)

直接 % 
間接 % 

10.0

90.0

家庭紙製品

の販売 
家庭紙製品の販売

（注12）  1,463  － －



４．資産の売却については、平成24年６月26日付資産譲渡契約書に基づき協議のうえ決定しています。 

５．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。 

６．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。 

７．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。 

８．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。 

９．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。 

10．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。 

11．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。 

12．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。 

13．取引金額には、消費税等は含まれていません。 

   

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 

１）親会社及び法人主要株主等 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

（注）１．株式の売却については、株価倍率法の分析結果に基づき価格を決定しています。 

２．取引金額には、消費税等は含まれていません。 

  

２）連結財務諸表提出会社の役員等 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

（注）１．第２四半期連結会計期間中に、ファミリー企業株式の所有者に変動があったため、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に該当する期間の取引金額を記載しています。 

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．資産の売却については、平成24年８月２日付資産譲渡契約書に基づき協議のうえ決定しています。 

４．資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。 

５．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。 

６．口銭料については、協議のうえ決定しています。 

７．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 

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３四

半期連結

会計期間

末残高 
(百万円)

その他の 
関係会社 

北越紀州 
製紙㈱  

東京都

中央区 
 42,020

紙・パルプ

製品の製造

販売 

（被所有)

直接 
%  22.3

株式の売却

株式の売却（注１）  616  － －

株式の売却損（注１）  498  － －

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３四

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
－ －

資金の回収（注２）  6,098  － －

利息の受取（注２）  43  － －

井川高雄  －  － 当社顧問 － －

資産の売却（注３）  73  － －

資産の売却益（注３）  1  － －

借入金の返済（注４）  200  － －

利息の支払（注４）  1  － －

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㈱

（注１） 

愛媛県 

四国中

央市 
 100
原材料の 
仕入・販売

－
原材料の

仕入・販売
原材料の販売（注５）  38  － －

㈱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６）  67 未払金 1
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