
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 有（機関投資家・アナリスト向け） 
  

 

   

 
   

 
(注) 当社は、当社の親会社であった株式会社日本製紙グループ本社を吸収合併し、平成25年4月1日に上場しましたので、平

成26年3月期第1四半期の当社の実績値のみ記載しています。 
  

   

 
 
(注) 当社は、当社の親会社であった株式会社日本製紙グループ本社を吸収合併し、平成25年4月1日に上場しましたので、平

成26年3月期第1四半期の当社の実績値のみ記載しています。 

  

  

 
(注)1 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

(注)2 当社は、当社の親会社であった株式会社日本製紙グループ本社を吸収合併し、平成25年4月1日に上場しましたので、

前期の実績を記載していません。 

(注)3 平成25年4月1日を基準日として、株式会社日本製紙グループ本社の平成25年3月期の期末配当金である1株30円を、平

成25年4月1日付の当社株主名簿に記載もしくは記録のある株主に対して配当しました。 
  

 

 
(注)1 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

(注)2 当社は平成25年4月1日、当社の親会社であった株式会社日本製紙グループ本社を吸収合併し、同社の連結財務諸表を

引き継いでいますので、対前期、対前年同四半期増減率は、同社の平成25年3月期の連結業績と比較しています。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 256,290 ─ 4,004 ─ 4,702 ─ 5,141 ─
25年3月期第1四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 19,004百万円( ─％) 25年3月期第1四半期 ─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

26年3月期第1四半期 44 .41 ─

25年3月期第1四半期 ─ ─

（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 ％

26年3月期第1四半期 1,495,105 411,969 27.2
25年3月期 ─ ─ ─

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 407,297百万円 25年3月期 ─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

25年3月期(注)2 ─ ─ ─ ─ ─
26年3月期(注)3 ─

26年3月期(予想) 10 .00 ─ 30 .00 40 .00

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第2四半期(累計) 510,000 0.6 8,000 △37.2 5,500 △45.8 4,000 129.2 34 .55
通期 1,050,000 2.4 30,000 19.3 25,000 8.3 15,000 40.8 129 .55

Administrator
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(注) 当社は、当社の親会社であった株式会社日本製紙グループ本社を吸収合併し、平成25年4月1日に上場しました

ので、平成26年3月期第1四半期の当社の実績値のみ記載しています。 

  

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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。  

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。 

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 ： 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) 26年3月期1Ｑ 116,254,892株 25年3月期 ―株

② 期末自己株式数 26年3月期1Ｑ 469,591株 25年3月期 ─株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Ｑ 115,786,696株 25年3月期1Ｑ ―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



  

当社は、平成25年4月1日に当社の親会社であった株式会社日本製紙グループ本社を吸収合併したことによ

り、同社の連結財務諸表を同日以後、引継いでいます。 

このため、参考として、同社の前連結会計年度第1四半期及び前連結会計年度末と当社の平成26年3月期第

1四半期を比較した「平成26年3月期第1四半期の連結業績」及び同社の前連結会計年度と比較した「配当の

状況」を以下に記載します。 

 

   

 
 
  

 
  

   

 
   

  

 
(注)1 平成25年3月期の配当の数値は株式会社日本製紙グループ本社の配当実績を記載しています。なお、当社は、同社の期

末配当である1株30円を、平成25年4月1日を基準日として当社株主名簿に記載もしくは記録のある株主に対して配当い

たしましたが、本配当については平成25年3月期の期末配当として記載しています。 

  

 
(注) 株式会社日本製紙グループ本社の平成25年3月期の期末配当金を、平成25年4月1日付の当社株主名簿に記載もしくは記

録のある株主に対して配当しました。 

（ご参考）

(百万円未満切捨て)

１．平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 256,290 1.9 4,004 △33.3 4,702 △8.8 5,141 ―
25年3月期第1四半期 251,461 0.5 6,005 △15.5 5,158 △26.4 399 △75.0

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期19,004百万円(199.6％) 25年3月期第1四半期 6,342百万円( ─％)

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

26年3月期第1四半期 44 .41 ─

25年3月期第1四半期 3 .45 ─

（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 ％

26年3月期第1四半期 1,495,105 411,969 27.2
25年3月期 1,497,729 396,460 26.2

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 407,297百万円 25年3月期 392,707百万円

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

25年3月期(注)1 ─ 10 .00 ─ 30 .00 40 .00
26年3月期(注)1 ─

26年3月期(予想) 10 .00 ─ 30 .00 40 .00

四半期末以外を基準日とする配当について

基準日 配当金 合 計
円 銭 円 銭

平成25年4月1日 30 .00 30 .00
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当社は平成25年４月１日、当社の親会社であった株式会社日本製紙グループ本社を吸収合併し、同社

の連結財務諸表を引き継いでいますので、連結の範囲については、それまでの同社の連結の範囲と実質

的な変更はありません。よって、以下の記述においては、前年同四半期と比較を行っている項目につい

ては同社の平成25年３月期第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）と

の比較、また前連結会計年度末比較を行っている項目については同社の平成25年３月期連結会計年度末

（平成25年３月31日）との比較を行っています。 

  

当第１四半期連結累計期間の連結売上高は256,290百万円（前年同期比 1.9％増収）となりました。利

益につきましては、連結営業利益は4,004百万円（同 33.3％減益）、連結経常利益は4,702百万円（同 

8.8％減益）、連結四半期純利益は5,141百万円となりました。 

  

セグメントの状況は、以下のとおりです。 

  

（紙・パルプ事業） 

印刷用紙は、円安が進んだことによる輸入紙の減少により、販売数量は前年同期を上回りました。板

紙は、段ボール原紙や白板紙の販売数量が前年同期を下回りました。家庭紙は、ティシューペーパーが

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 202,505百万円 (前年同期比  1.1％増収) 

連結営業利益 2,062百万円 (前年同期比 49.1％減益) 

  

（紙関連事業） 

液体用紙容器事業は、販売数量が前年同期を上回りました。化成品事業は、液晶用途向け機能材料、

溶解パルプ（ＤＰ）の販売数量が前年同期を下回りました。 

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  23,494百万円 (前年同期比  0.0％減収) 

連結営業利益 1,261百万円 (前年同期比 25.3％減益) 

  

（木材・建材・土木建設関連事業） 

木材・建材事業は、新設住宅着工戸数の持ち直しなどにより販売数量が前年同期を上回りました。 

以上の結果、木材・建材・土木建設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  15,733百万円 (前年同期比 20.2％増収） 

連結営業利益   618百万円 (前年同期比 96.7％増益） 

  

（その他） 

その他の連結業績は、以下のとおりとなりました。 

  

連結売上高  14,557百万円 (前年同期比  0.7％減収） 

連結営業利益   62百万円 (前年同期比      －   ）  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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総資産は、前連結会計年度末の１兆4,977億円から26億円減少し、１兆4,951億円となりました。 

負債は、前連結会計年度末の１兆1,012億円から181億円減少し、１兆831億円となりました。この主な

要因は、短期借入金が100億円、長期借入金が82億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3,964億円から155億円増加し、4,119億円となりました。この主な要因

は、為替換算調整勘定が117億円増加したことによるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の26.2％から27.2％となりました。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年５月15日に公表しました内容から変更はありません。 

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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１四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。  

  

 該当事項はありません。 

  

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)

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 68,493

受取手形及び売掛金 215,250

商品及び製品 84,465

仕掛品 18,434

原材料及び貯蔵品 56,060

その他 55,645

貸倒引当金 △722

流動資産合計 497,628

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 492,032

減価償却累計額 △344,186

建物及び構築物（純額） 147,846

機械装置及び運搬具 2,145,514

減価償却累計額 △1,822,289

機械装置及び運搬具（純額） 323,225

土地 225,923

建設仮勘定 19,581

その他 92,444

減価償却累計額 △59,620

その他（純額） 32,824

有形固定資産合計 749,400

無形固定資産  

のれん 16,029

その他 6,607

無形固定資産合計 22,637

投資その他の資産  

投資有価証券 204,626

その他 21,799

貸倒引当金 △987

投資その他の資産合計 225,439

固定資産合計 997,477

資産合計 1,495,105
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 139,764

短期借入金 238,147

未払法人税等 1,628

その他 86,368

流動負債合計 465,908

固定負債  

社債 48,000

長期借入金 523,777

退職給付引当金 28,966

環境対策引当金 493

その他 15,989

固定負債合計 617,227

負債合計 1,083,135

純資産の部  

株主資本  

資本金 104,873

資本剰余金 217,105

利益剰余金 61,524

自己株式 △1,312

株主資本合計 382,190

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 6,034

繰延ヘッジ損益 2,487

為替換算調整勘定 16,584

その他の包括利益累計額合計 25,106

少数株主持分 4,672

純資産合計 411,969

負債純資産合計 1,495,105
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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１四半期連結累計期間) 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 256,290

売上原価 201,760

売上総利益 54,530

販売費及び一般管理費  

運賃諸掛 15,366

販売諸掛 15,725

給料及び手当 11,142

その他 8,291

販売費及び一般管理費合計 50,526

営業利益 4,004

営業外収益  

受取利息 92

受取配当金 1,127

持分法による投資利益 1,525

補助金収入 1,236

その他 1,266

営業外収益合計 5,247

営業外費用  

支払利息 2,902

その他 1,647

営業外費用合計 4,549

経常利益 4,702

特別利益  

固定資産売却益 5,064

その他 20

特別利益合計 5,084

特別損失  

事業構造改革費用 234

固定資産除却損 221

持分変動損失 188

その他 228

特別損失合計 872

税金等調整前四半期純利益 8,914

法人税、住民税及び事業税 1,049

法人税等調整額 2,758

法人税等合計 3,807

少数株主損益調整前四半期純利益 5,107

少数株主損失（△） △34

四半期純利益 5,141
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  (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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,107

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 1,237

繰延ヘッジ損益 △226

為替換算調整勘定 7,386

持分法適用会社に対する持分相当額 5,499

その他の包括利益合計 13,897

四半期包括利益 19,004

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 18,819

少数株主に係る四半期包括利益 184
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30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、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。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(セグメント情報)

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 202,505 23,494 15,733 14,557 256,290 ― 256,290

セグメント間の内部
売上高又は振替高

864 997 13,856 11,821 27,540 △27,540 ―

計 203,370 24,491 29,589 26,379 283,831 △27,540 256,290

セグメント利益 2,062 1,261 618 62 4,004 ― 4,004
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当社は、当社の親会社であった株式会社日本製紙グループ本社を吸収合併し、平成25年４月１日に上場

しましたので、本資料５ページに記載されている「四半期連結貸借対照表」の前連結会計年度末の実績値

は記載していません。また、７ページに記載されている「四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益

計算書」、９ページに記載されている「セグメント情報」についても前年同四半期の実績値は記載してい

ません。 

当補足説明資料は、同社の前連結会計年度末及び前連結会計年度第１四半期と当社の平成26年３月期第

１四半期を比較しています。 

  

＜平成26年３月期第１四半期決算補足説明資料＞

（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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 110,911 68,493

受取手形及び売掛金 198,916 215,250

商品及び製品 81,175 84,465

仕掛品 17,739 18,434

原材料及び貯蔵品 50,388 56,060

その他 48,853 55,645

貸倒引当金 △650 △722

流動資産合計 507,335 497,628

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 487,605 492,032

減価償却累計額 △341,162 △344,186

建物及び構築物（純額） 146,442 147,846

機械装置及び運搬具 2,118,113 2,145,514

減価償却累計額 △1,794,789 △1,822,289

機械装置及び運搬具（純額） 323,323 323,225

土地 225,729 225,923

建設仮勘定 19,437 19,581

その他 92,161 92,444

減価償却累計額 △59,671 △59,620

その他（純額） 32,490 32,824

有形固定資産合計 747,423 749,400

無形固定資産

のれん 15,955 16,029

その他 6,768 6,607

無形固定資産合計 22,724 22,637

投資その他の資産

投資有価証券 197,323 204,626

その他 23,915 21,799

貸倒引当金 △992 △987

投資その他の資産合計 220,246 225,439

固定資産合計 990,393 997,477

資産合計 1,497,729 1,495,105
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 137,861 139,764

短期借入金 248,235 238,147

未払法人税等 3,501 1,628

その他 86,989 86,368

流動負債合計 476,588 465,908

固定負債

社債 48,000 48,000

長期借入金 531,992 523,777

退職給付引当金 29,252 28,966

環境対策引当金 539 493

その他 14,895 15,989

固定負債合計 624,680 617,227

負債合計 1,101,269 1,083,135

純資産の部

株主資本

資本金 55,730 104,873

資本剰余金 266,249 217,105

利益剰余金 60,705 61,524

自己株式 △1,308 △1,312

株主資本合計 381,376 382,190

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,708 6,034

繰延ヘッジ損益 1,810 2,487

為替換算調整勘定 4,811 16,584

その他の包括利益累計額合計 11,330 25,106

少数株主持分 3,753 4,672

純資産合計 396,460 411,969

負債純資産合計 1,497,729 1,495,105
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 251,461 256,290

売上原価 195,110 201,760

売上総利益 56,351 54,530

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 14,468 15,366

販売諸掛 15,582 15,725

給料及び手当 11,515 11,142

その他 8,779 8,291

販売費及び一般管理費合計 50,345 50,526

営業利益 6,005 4,004

営業外収益

受取利息 117 92

受取配当金 956 1,127

持分法による投資利益 1,042 1,525

補助金収入 300 1,236

その他 1,242 1,266

営業外収益合計 3,658 5,247

営業外費用

支払利息 3,054 2,902

その他 1,450 1,647

営業外費用合計 4,505 4,549

経常利益 5,158 4,702

特別利益

固定資産売却益 12 5,064

その他 33 20

特別利益合計 45 5,084

特別損失

事業構造改革費用 218 234

固定資産除却損 208 221

持分変動損失 － 188

震災損失 174 －

その他 3,047 228

特別損失合計 3,649 872

税金等調整前四半期純利益 1,555 8,914

法人税、住民税及び事業税 1,155 1,049

法人税等調整額 80 2,758

法人税等合計 1,235 3,807

少数株主損益調整前四半期純利益 319 5,107

少数株主損失（△） △80 △34

四半期純利益 399 5,141
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(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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 319 5,107

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,088 1,237

繰延ヘッジ損益 △527 △226

為替換算調整勘定 5,695 7,386

持分法適用会社に対する持分相当額 1,943 5,499

その他の包括利益合計 6,023 13,897

四半期包括利益 6,342 19,004

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,270 18,819

少数株主に係る四半期包括利益 71 184
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 前第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) 

（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、飲料事業、物流事業、レジャー

事業等が含まれています。 

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

  

 当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30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、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。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

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 200,212 23,502 13,087 14,659 251,461 ― 251,461

セグメント間の内部
売上高又は振替高

901 1,082 14,045 11,912 27,941 △27,941 ―

計 201,113 24,584 27,132 26,572 279,403 △27,941 251,461

セグメント利益 
又は損失（△）

4,053 1,689 314 △51 6,005 ― 6,005

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 202,505 23,494 15,733 14,557 256,290 ― 256,290

セグメント間の内部
売上高又は振替高

864 997 13,856 11,821 27,540 △27,540 ―

計 203,370 24,491 29,589 26,379 283,831 △27,540 256,290

セグメント利益 2,062 1,261 618 62 4,004 ― 4,004
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