
  

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2四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2四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 ： 有 

(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2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 523,317 ― 10,411 ― 10,918 ― 9,219 ―
25年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 23,064百万円( ―％) 25年3月期第2四半期 ―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2四半期 79 .63 ―

25年3月期第2四半期 ― ―

（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2四半期 1,464,261 415,988 28.1
25年3月期 ― ― ―

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 411,528百万円  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 ― 10 .00

26年3月期(予想) ― 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、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 1,070,000 4.4 30,000 19.3 25,000 8.3 15,000 40.8 129 .55

Administrator
fasf

Administrator
新規スタンプ



  

(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2四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】4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2Ｑ 116,254,892株 25年3月期 ―株

② 期末自己株式数 26年3月期2Ｑ 474,381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2Ｑ 115,784,822株 25年3月期2Ｑ ―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、引き継いでいます。 

このため、参考として、同社の前連結会計年度第2四半期及び前連結会計年度末と当社の平成26年3月期第

2四半期を比較した「平成26年3月期第2四半期の連結業績」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)  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2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 523,317 3.2 10,411 △18.3 10,918 7.5 9,219 428.2
25年3月期第2四半期 507,200 △0.8 12,741 △11.8 10,153 ― 1,745 ―

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 23,064百万円( ―％) 25年3月期第2四半期△1,039百万円( ─％)

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2四半期 79 .63 ─

25年3月期第2四半期 15 .07 ─

（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2四半期 1,464,261 415,988 28.1
25年3月期 1,497,729 396,460 26.2

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 411,528百万円 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) ─ 10 .00 ─ 30 .00 40 .00
26年3月期(注) ─ 10 .00

26年3月期(予想) ─ 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２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９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２四半期連結累計期間のわが国経済は、各種政策の効果が徐々に発現し景気が緩やかに回復しつ

つありますが、海外経済の下振れ懸念など、依然として先行きの不透明感が継続しています。 

 紙パルプ業界におきましては、印刷用紙の国内需要に回復の兆しがみられたものの、円安により原燃

料価格が上昇し厳しい事業環境が続きました。 

当社グループは、こうした経営環境に対応し、印刷用紙の価格修正に取り組むとともにコストダウン

を強力に推進してまいりました。加えて、資産売却を実施した結果、当第２四半期連結累計期間の連結

業績は、以下のとおりとなりました。 

  

連結売上高    523,317百万円 （前年同期比  3.2％増収） 

連結営業利益    10,411百万円 （前年同期比  18.3％減益） 

連結経常利益    10,918百万円 （前年同期比   7.5％増益） 

連結四半期純利益  9,219百万円 （前年同期比 428.2％増益） 

  

 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、国内需要に回復の兆しがみられたことに加え、輸入紙の減少、輸出を中心とした拡販

などにより、販売数量は前年同期を上回りました。段ボール原紙は、猛暑の影響により飲料関係が伸

びたことなどから、販売数量が前年同期を上回りました。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  412,876百万円 (前年同期比  3.4％増収) 

連結営業利益  5,836百万円 (前年同期比 22.5％減益) 

  

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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（紙関連事業）  

 液体用紙容器事業は、野菜飲料向けは堅調に推移しましたが、牛乳向け等が減少し、販売数量が前

年同期を下回りました。化成品事業は、コンクリート混和剤などの販売数量が伸びましたが、液晶用

途向け機能材料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  46,853百万円 (前年同期比  2.6％減収) 

連結営業利益  2,703百万円 (前年同期比 21.4％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増加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  31,715百万円 (前年同期比  13.9％増収） 

連結営業利益  1,050百万円 (前年同期比  13.2％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  31,872百万円 (前年同期比   0.0％減収） 

連結営業利益    820百万円 (前年同期比   2.2％減益） 

  

総資産は、前連結会計年度末の１兆4,977億円から334億円減少し、１兆4,642億円となりました。こ

の主な要因は、現金及び預金が200億円、有形固定資産が55億円それぞれ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１兆1,012億円から529億円減少し、１兆482億円となりました。この主

な要因は、有利子負債が390億円、支払手形及び買掛金が150億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195億円増加し、4,159億円となりました。この主な要

因は、為替換算調整勘定が98億円、利益剰余金が48億円それぞれ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28.1％となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明
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(キャッシュフローの状況) 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、907億円とな

り、前連結会計年度末から200億円（18.1％）減少しました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得た資金は299億円（前年同期に比べ174億円(141.0%)の増加）となりました。前年同

期との差額の主な要因は、税金等調整前四半期純利益が増加したことや運転資金が減少したことによる

ものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は39億円（前年同期に比べ243億円(85.9%)の減少）となりました。前年

同期との差額の主な要因は、投資有価証券や固定資産の売却による収入が増加したことによるもので

す。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は462億円（前年同期に比べ424億円の増加）となりました。前年同期に

比べて増加した主な要因は、有利子負債の返済による支出が増加したことによるものです。 

  

当第２四半期連結累計期間の状況を勘案し、通期の売上高を下記のとおり修正しています。また、営

業利益、経常利益および当期純利益につきましては、前回発表の通期業績予想と同額としています。 

  

 平成26年３月期連結業績予想の修正(平成25年４月１日～平成26年３月31日) 

(注)  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、平成25年３月期は、同社の平成25年３月期実績を記載しています。 

  

なお、上記の予想につきましては現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

等は様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

前回発表予想(A) 1,050,000 30,000 25,000 15,000 129 .55

今回修正予想(B) 1,070,000 30,000 25,000 15,000 129 .55

増減額(B-A) 20,000 ― ― ― ―

(ご参考)平成25年３月期 1,025,078 25,145 23,081 10,652 92 .00
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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。  

  

 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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 90,891

受取手形及び売掛金 195,529

商品及び製品 85,429

仕掛品 17,618

原材料及び貯蔵品 53,381

その他 38,904

貸倒引当金 △380

流動資産合計 481,373

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 490,847

減価償却累計額 △344,876

建物及び構築物（純額） 145,970

機械装置及び運搬具 2,144,170

減価償却累計額 △1,826,682

機械装置及び運搬具（純額） 317,487

土地 224,371

建設仮勘定 21,314

その他 92,241

減価償却累計額 △59,505

その他（純額） 32,735

有形固定資産合計 741,879

無形固定資産  

のれん 15,328

その他 6,712

無形固定資産合計 22,041

投資その他の資産  

投資有価証券 200,494

その他 19,738

貸倒引当金 △1,266

投資その他の資産合計 218,967

固定資産合計 982,888

資産合計 1,464,261
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 122,777

短期借入金 242,708

未払法人税等 4,239

その他 83,425

流動負債合計 453,151

固定負債  

社債 48,000

長期借入金 498,612

退職給付引当金 29,131

環境対策引当金 450

その他 18,926

固定負債合計 595,121

負債合計 1,048,273

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 65,602

自己株式 △1,319

株主資本合計 386,262

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 8,359

繰延ヘッジ損益 2,228

為替換算調整勘定 14,678

その他の包括利益累計額合計 25,266

少数株主持分 4,459

純資産合計 415,988

負債純資産合計 1,464,261
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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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 523,317

売上原価 410,320

売上総利益 112,997

販売費及び一般管理費  

運賃諸掛 31,192

販売諸掛 32,211

給料及び手当 22,370

その他 16,811

販売費及び一般管理費合計 102,586

営業利益 10,411

営業外収益  

受取利息 169

受取配当金 1,243

持分法による投資利益 3,577

補助金収入 1,831

その他 1,942

営業外収益合計 8,765

営業外費用  

支払利息 5,756

その他 2,501

営業外費用合計 8,257

経常利益 10,918

特別利益  

固定資産売却益 5,804

その他 883

特別利益合計 6,688

特別損失  

固定資産除却損 571

事業構造改革費用 544

その他 635

特別損失合計 1,750

税金等調整前四半期純利益 15,856

法人税、住民税及び事業税 3,388

法人税等調整額 3,368

法人税等合計 6,756

少数株主損益調整前四半期純利益 9,100

少数株主損失（△） △119

四半期純利益 9,219
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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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,100

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 3,532

繰延ヘッジ損益 △727

為替換算調整勘定 3,133

持分法適用会社に対する持分相当額 8,025

その他の包括利益合計 13,964

四半期包括利益 23,064

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 23,057

少数株主に係る四半期包括利益 6
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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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 15,856

減価償却費 31,284

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41

環境対策引当金の増減額（△は減少） △88

受取利息及び受取配当金 △1,413

支払利息 5,756

持分法による投資損益（△は益） △3,577

固定資産売却損益（△は益） △5,804

固定資産除却損 571

事業構造改革費用 544

売上債権の増減額（△は増加） 4,947

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,817

仕入債務の増減額（△は減少） △17,252

その他 9,225

小計 35,272

利息及び配当金の受取額 3,281

利息の支払額 △6,236

法人税等の支払額 △2,413

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,905

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 △25,500

固定資産の売却による収入 6,604

投資有価証券の取得による支出 △86

投資有価証券の売却による収入 11,880

短期貸付金の増減額（△は増加） △40

長期貸付けによる支出 △61

長期貸付金の回収による収入 156

その他 3,057

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,990

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） 4,373

長期借入れによる収入 576

長期借入金の返済による支出 △47,118

配当金の支払額 △3,475

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △572

その他 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,171

現金及び現金同等物の期首残高 110,813

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 152

現金及び現金同等物の四半期末残高 90,793
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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２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９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。 

  

  

  

（４）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 412,876 46,853 31,715 31,872 523,317 ― 523,317

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,697 1,932 28,574 23,456 55,661 △55,661 ―

計 414,573 48,786 60,289 55,328 578,978 △55,661 523,317

セグメント利益 5,836 2,703 1,050 820 10,411 ― 10,411
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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６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、８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」、10ページに記載されている「四半期連結キャッシュ・フロー計算書」、11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２四半期と当社の平成26年３月期第

２四半期を比較しています。 

  

＜平成26年３月期第２四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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 110,911 90,891

受取手形及び売掛金 198,916 195,529

商品及び製品 81,175 85,429

仕掛品 17,739 17,618

原材料及び貯蔵品 50,388 53,381

その他 48,853 38,904

貸倒引当金 △650 △380

流動資産合計 507,335 481,373

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 487,605 490,847

減価償却累計額 △341,162 △344,876

建物及び構築物（純額） 146,442 145,970

機械装置及び運搬具 2,118,113 2,144,170

減価償却累計額 △1,794,789 △1,826,682

機械装置及び運搬具（純額） 323,323 317,487

土地 225,729 224,371

建設仮勘定 19,437 21,314

その他 92,161 92,241

減価償却累計額 △59,671 △59,505

その他（純額） 32,490 32,735

有形固定資産合計 747,423 741,879

無形固定資産

のれん 15,955 15,328

その他 6,768 6,712

無形固定資産合計 22,724 22,041

投資その他の資産

投資有価証券 197,323 200,494

その他 23,915 19,738

貸倒引当金 △992 △1,266

投資その他の資産合計 220,246 218,967

固定資産合計 990,393 982,888

資産合計 1,497,729 1,464,261
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 137,861 122,777

短期借入金 248,235 242,708

未払法人税等 3,501 4,239

その他 86,989 83,425

流動負債合計 476,588 453,151

固定負債

社債 48,000 48,000

長期借入金 531,992 498,612

退職給付引当金 29,252 29,131

環境対策引当金 539 450

その他 14,895 18,926

固定負債合計 624,680 595,121

負債合計 1,101,269 1,048,273

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 65,602

自己株式 △1,308 △1,319

株主資本合計 381,376 386,262

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 8,359

繰延ヘッジ損益 1,810 2,228

為替換算調整勘定 4,811 14,678

その他の包括利益累計額合計 11,330 25,266

少数株主持分 3,753 4,459

純資産合計 396,460 415,988

負債純資産合計 1,497,729 1,464,261
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 507,200 523,317

売上原価 393,509 410,320

売上総利益 113,691 112,997

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 28,983 31,192

販売諸掛 32,052 32,211

給料及び手当 22,716 22,370

その他 17,197 16,811

販売費及び一般管理費合計 100,950 102,586

営業利益 12,741 10,411

営業外収益

受取利息 247 169

受取配当金 1,062 1,243

持分法による投資利益 2,654 3,577

補助金収入 317 1,831

その他 2,130 1,942

営業外収益合計 6,412 8,765

営業外費用

支払利息 6,110 5,756

その他 2,890 2,501

営業外費用合計 9,000 8,257

経常利益 10,153 10,918

特別利益

固定資産売却益 211 5,804

その他 667 883

特別利益合計 878 6,688

特別損失

固定資産除却損 790 571

事業構造改革費用 996 544

その他 5,648 635

特別損失合計 7,436 1,750

税金等調整前四半期純利益 3,595 15,856

法人税、住民税及び事業税 2,357 3,388

法人税等調整額 △442 3,368

法人税等合計 1,915 6,756

少数株主損益調整前四半期純利益 1,680 9,100

少数株主損失（△） △65 △119

四半期純利益 1,745 9,219
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,680 9,100

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,887 3,532

繰延ヘッジ損益 △761 △727

為替換算調整勘定 566 3,133

持分法適用会社に対する持分相当額 △636 8,025

その他の包括利益合計 △2,719 13,964

四半期包括利益 △1,039 23,064

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △994 23,057

少数株主に係る四半期包括利益 △44 6
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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 3,595 15,856

減価償却費 31,943 31,284

退職給付引当金の増減額（△は減少） △352 41

環境対策引当金の増減額（△は減少） △4 △88

受取利息及び受取配当金 △1,310 △1,413

支払利息 6,110 5,756

持分法による投資損益（△は益） △2,654 △3,577

固定資産売却損益（△は益） △211 △5,804

固定資産除却損 790 571

事業構造改革費用 996 544

売上債権の増減額（△は増加） △8,848 4,947

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,788 △4,817

仕入債務の増減額（△は減少） △7,665 △17,252

その他 8,763 9,225

小計 20,365 35,272

利息及び配当金の受取額 2,308 3,281

利息の支払額 △6,097 △6,236

特別退職金の支払額 △2,237 －

法人税等の支払額 △1,928 △2,413

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,409 29,905

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 △26,860 △25,500

固定資産の売却による収入 764 6,604

投資有価証券の取得による支出 △732 △86

投資有価証券の売却による収入 194 11,880

短期貸付金の増減額（△は増加） △805 △40

長期貸付けによる支出 △56 △61

長期貸付金の回収による収入 214 156

その他 △1,098 3,057

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,380 △3,990

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） 14,102 4,373

長期借入れによる収入 40,678 576

長期借入金の返済による支出 △35,527 △47,118

社債の償還による支出 △20,000 －

配当金の支払額 △2,320 △3,475

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △685 △572

その他 △47 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,799 △46,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 102 197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,667 △20,171

現金及び現金同等物の期首残高 119,265 110,813

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 731 152

現金及び現金同等物の四半期末残高 100,329 90,793
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 前第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） 

(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。 

  

 当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９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。 

  （４）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 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

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 412,876 46,853 31,715 31,872 523,317 ― 523,317

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,697 1,932 28,574 23,456 55,661 △55,661 ―

計 414,573 48,786 60,289 55,328 578,978 △55,661 523,317

セグメント利益 5,836 2,703 1,050 820 10,411 ― 10,411

 
日本製紙㈱(3863) 平成26年３月期 第２四半期決算短信

-17-




