
 

平成 27 年６月５日 

各  位 

                         会 社 名 北越紀州製紙株式会社 

                         代表者名 代表取締役社長 CEO   岸本 晢夫 

                          （コード番号：3865 東証１部） 

問合せ先 執行役員経営管理部長 真島 馨 

                           電  話 03-3245-4500 

 

 

（訂正）「平成 26 年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結）」 
の一部訂正について 

 

 

当社は、平成 27 年５月 28 日付適時開示「平成 27 年３月期決算短信（連結）の発表期日並びに過年度

決算数値の訂正による影響の見込み額等について」にてお知らせしたとおり、過年度決算短信の訂正作

業を進めてまいりました。 

この度、平成 26 年２月 13 日付「平成 26 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の訂正

作業が完了しましたので、訂正内容についてお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所を明確にするため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿を付

して表示しております。 

 

                                     以 上 
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（訂正後） 
 

 平成26年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  

 
平成26年２月13日

 
上 場 会 社 名 北越紀州製紙株式会社 上場取引所 東 
 
コ ー ド 番 号 3865 URL http://www.hokuetsu-kishu.jp 
 
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長ＣＥＯ (氏名) 岸本 晢夫   
問合せ先責任者 (役職名) 経営管理部長 (氏名) 真島 馨 (TEL) 03-3245-4500
 
四半期報告書提出予定日 平成26年２月14日 配当支払開始予定日 ― 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無   
 
四半期決算説明会開催の有無 ：無   
  

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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３四半期 162,725 4.8 799 △71.1 3,905 △51.9 2,643 △56.2

25年３月期第３四半期 155,324 △10.5 2,766 △63.3 8,126 △16.6 6,037 △37.6
 
(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 5,548百万円(△12.8％) 25年３月期第３四半期 6,365百万円( △34.6％)
  

 
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３四半期 13.00 12.98

25年３月期第３四半期 29.60 29.57
  

 
  

 (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３四半期 351,234 161,582 45.5 

25年３月期 343,114 158,794 45.6 
 
(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 159,781百万円 25年３月期 156,620百万円 
    

 
  

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00 

26年３月期 ― 6.00 ―  

26年３月期(予想)  6.00 12.00 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
    

 
  

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 221,000 6.1 3,500 △4.3 7,000 △33.4 5,000 △38.8 24.58
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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※ 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 ： 無 
  

  

 (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３Ｑ 209,263,814株 25年３月期 209,263,814株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 5,869,376株 25年３月期 5,864,495株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 203,407,625株 25年３月期３Ｑ 203,971,314株

  
  

※ 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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 
 

 
※ 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。 
なお、業績予想に関する事項は、添付資料２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」をご参照ください。 
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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

（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

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

　該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、経済対策や金融政策を背景とした円高

の是正や株価上昇等から、輸出企業を中心とした業績改善に加え、個人消費も持ち直しの傾

当社グループにおきましては、販売価格は前年比で軟化したものの、円安を背景とした輸

入紙の減少等により、洋紙の国内販売数量が増加し増収となりました。その結果、当第３四

向が見られ、景気は緩やかに回復しつつあるものの、欧州債務問題や新興国の成長鈍化等に

半期連結累計期間の売上高は162,725百万円（前年同四半期比4.8％増）となりました。

証券評価差額金が2,424百万円増加したことによるものです。

価上昇等に伴い投資有価証券が4,910百万円増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて2,788百万円増加し、161,582百万円となりました。

これは、主として有利子負債が5,743百万円増加したことによるものです。

総資産は、前連結会計年度末に比べて8,120百万円増加し、351,234百万円となりました。

　平成25年８月13日発表の通期の業績予想に変更はありません。

これは、主として四半期純利益等により利益剰余金が315百万円増加したこと、その他有価

負債は、前連結会計年度末に比べて5,332百万円増加し、189,651百万円となりました。

四半期連結累計期間の経常利益は3,905百万円（前年同四半期比51.9％減）、四半期純利益

は2,643百万円（前年同四半期比56.2％減）となり、大王製紙株式会社の株式取得に伴い発

幅な減益となりました。

より、依然として先行き不透明な状況が続きました。

これは、主として売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が5,452百万円増加したこと、株

生した負ののれんを持分法による投資利益として計上した前年同四半期累計期間との比較では大

損益面においては、各種コストダウンを実施したものの、原燃料価格の高騰により当第３
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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25年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 29,056 27,195
  受取手形及び売掛金 61,143 66,596
  商品及び製品 18,016 18,371
  仕掛品 1,984 1,611
  原材料及び貯蔵品 13,265 13,186
  その他 5,083 5,189
  貸倒引当金 △64 △23
  流動資産合計 128,484 132,126

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 72,726 73,223
    減価償却累計額 △39,226 △40,839
    建物及び構築物（純額） 33,500 32,383

   機械、運搬具及び工具器具備品 374,318 378,309
    減価償却累計額 △276,248 △286,356
    機械、運搬具及び工具器具備品（純額) 98,070 91,953

   その他（純額） 30,825 38,364
   有形固定資産合計 162,396 162,702

  無形固定資産 1,281 1,174
  投資その他の資産   
   投資有価証券 44,182 49,093
   その他 9,099 8,452
   貸倒引当金 △2,330 △2,314
   投資その他の資産合計 50,951 55,230

  固定資産合計 214,629 219,107

 資産合計 343,114 351,234
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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３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 18,556 16,954
  電子記録債務 4,317 6,703
  短期借入金 48,153 44,962
  コマーシャル・ペーパー 7,000 14,000
  1年内償還予定の社債 － 10,000
  未払法人税等 731 442
  引当金 2,603 1,367
  その他 11,370 13,074
  流動負債合計 92,733 107,505

 固定負債   
  社債 30,000 20,000
  長期借入金 42,096 43,563
  退職給付引当金 12,853 12,854
  その他の引当金 449 599
  負ののれん 2,654 1,316
  資産除去債務 1,469 1,462
  その他 2,062 2,347
  固定負債合計 91,585 82,145

 負債合計 184,319 189,651

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 42,020 42,020
  資本剰余金 45,481 45,480
  利益剰余金 68,408 68,723
  自己株式 △2,689 △2,689
  株主資本合計 153,221 153,535

 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 3,235 5,660
  繰延ヘッジ損益 △5 112
  為替換算調整勘定 169 473
  その他の包括利益累計額合計 3,399 6,246

 新株予約権 86 107
 少数株主持分 2,087 1,693
 純資産合計 158,794 161,582

負債純資産合計 343,114 351,234
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 155,324 162,725

売上原価 129,422 139,188

売上総利益 25,901 23,537

販売費及び一般管理費 23,134 22,738

営業利益 2,766 799

営業外収益   
 受取利息 37 58
 受取配当金 581 577
 負ののれん償却額 1,337 1,337
 持分法による投資利益 3,153 617
 助成金収入 651 －
 その他 998 1,751
 営業外収益合計 6,759 4,341

営業外費用   
 支払利息 718 733
 設備休止費用 296 180
 その他 385 322
 営業外費用合計 1,399 1,235

経常利益 8,126 3,905

特別利益   
 固定資産売却益 69 208
 投資有価証券売却益 29 0
 負ののれん発生益 38 6
 保険差益 18 19
 その他 4 5
 特別利益合計 160 240

特別損失   
 固定資産除売却損 945 337
 減損損失 37 187
 投資有価証券評価損 402 －
 事業再編損 － 384
 その他 19 11
 特別損失合計 1,404 922

税金等調整前四半期純利益 6,883 3,223

法人税、住民税及び事業税 846 646

法人税等調整額 △22 △85

法人税等合計 823 560

少数株主損益調整前四半期純利益 6,059 2,662

少数株主利益 22 19

四半期純利益 6,037 2,643
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【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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,059 2,662

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 137 2,130
 繰延ヘッジ損益 9 121
 為替換算調整勘定 △31 337
 持分法適用会社に対する持分相当額 189 297
 その他の包括利益合計 305 2,886

四半期包括利益 6,365 5,548

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 6,356 5,490
 少数株主に係る四半期包括利益 8 58
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（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）

 　　該当事項はありません。

　 　(四半期連結貸借対照表関係)

不正行為に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております｡

前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間
(平成25年３月31日) (平成25年12月31日)

固定資産

　投資その他の資産

　　その他

　　　長期未収入金

　　貸倒引当金

　 　(四半期連結損益計算書関係)

不正行為に関連して発生した貸倒引当金の繰入額が、以下のとおり含まれております｡

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日 (自　平成25年４月１日
　至　平成24年12月31日) 　至　平成25年12月31日)

営業外費用

　その他

　　2,102百万円

　△2,102

　　2,176百万円

　△2,176

　　　 61百万円 　　　 74百万円
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　　（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。

　　（セグメント情報）

Ⅰ　前第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）

　　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
　　　（単位：百万円）

計

 売　　上　　高

外部顧客への売上高 132,969 15,710 148,680 6,643 155,324 ― 155,324

1,726 147 1,873 20,167 22,041 △ 22,041 ―

134,695 15,858 150,554 26,811 177,365 △ 22,041 155,324

 セグメント利益 1,423 666 2,090 178 2,268 2,766

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

　　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
　　　（単位：百万円）

計

 売　　上　　高

外部顧客への売上高 140,852 15,437 156,289 6,436 162,725 ― 162,725

1,729 224 1,954 20,252 22,207 △ 22,207 ―

142,581 15,662 158,244 26,689 184,933 △ 22,207 162,725

 セグメント利益又は損失(△) △ 827 583 △ 243 415 171 799

計

（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、建設業、不動産売買、

497      

調整額
（注）２紙パルプ

事業

報告セグメント 四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

パッケージ
ング・紙加

工事業

その他
（注）１

合計

セグメント間の内部
売上高又は振替高

　　　　　運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

　　　３　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おります。

その他
（注）１

合計

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

パッケージ
ング・紙加

工事業

調整額
（注）２

　　　３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　　　運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

報告セグメント

計

セグメント間の内部
売上高又は振替高

　　　２　セグメント利益又は損失の調整額627百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

627      

（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、建設業、不動産売買、

　　　２　セグメント利益の調整額497百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

紙パルプ
事業
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（訂正前） 
 

 平成26年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  

 
平成26年２月13日

 
上 場 会 社 名 北越紀州製紙株式会社 上場取引所 東 
 
コ ー ド 番 号 3865 URL http://www.hokuetsu-kishu.jp 
 
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長ＣＥＯ (氏名) 岸本 晢夫   
問合せ先責任者 (役職名) 経営管理部長 (氏名) 真島 馨 (TEL) 03-3245-4500
 
四半期報告書提出予定日 平成26年２月14日 配当支払開始予定日 ― 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無   
 
四半期決算説明会開催の有無 ：無   
  

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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３四半期 162,738 4.8 812 △70.7 4,004 △51.0 2,742 △54.9

25年３月期第３四半期 155,330 △10.5 2,772 △63.3 8,166 △16.9 6,076 △37.7
 
(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 5,648百万円(△11.8％) 25年３月期第３四半期 6,404百万円( △34.7％)
  

 
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３四半期 13.48 13.46

25年３月期第３四半期 29.79 29.76
  

 
  

 (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３四半期 351,269 163,967 46.2 

25年３月期 343,179 161,080 46.3 
 
(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 162,166百万円 25年３月期 158,906百万円 
    

 
  

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00 

26年３月期 ― 6.00 ―  

26年３月期(予想)  6.00 12.00 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
    

 
  

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 221,000 6.1 3,500 △4.5 7,000 △34.7 5,000 △40.3 24.58
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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※ 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 ： 無 
  

  

 (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３Ｑ 209,263,814株 25年３月期 209,263,814株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 5,869,376株 25年３月期 5,864,495株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 203,407,625株 25年３月期３Ｑ 203,971,314株

  
  

※ 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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 
 

 
※ 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。 
なお、業績予想に関する事項は、添付資料２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」をご参照ください。 
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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

（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

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

　該当事項はありません。

四半期連結累計期間の経常利益は4,004百万円（前年同四半期比51.0％減）、四半期純利益

は2,742百万円（前年同四半期比54.9％減）となり、大王製紙株式会社の株式取得に伴い発

幅な減益となりました。

より、依然として先行き不透明な状況が続きました。

これは、主として売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が5,454百万円増加したこと、株

生した負ののれんを持分法による投資利益として計上した前年同四半期累計期間との比較では大

損益面においては、各種コストダウンを実施したものの、原燃料価格の高騰により当第３

証券評価差額金が2,424百万円増加したことによるものです。

価上昇等に伴い投資有価証券が4,909百万円増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて2,887百万円増加し、163,967百万円となりました。

これは、主として有利子負債が5,613百万円増加したことによるものです。

総資産は、前連結会計年度末に比べて8,089百万円増加し、351,269百万円となりました。

　平成25年８月13日発表の通期の業績予想に変更はありません。

これは、主として四半期純利益等により利益剰余金が414百万円増加したこと、その他有価

負債は、前連結会計年度末に比べて5,202百万円増加し、187,301百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、経済対策や金融政策を背景とした円高

の是正や株価上昇等から、輸出企業を中心とした業績改善に加え、個人消費も持ち直しの傾

当社グループにおきましては、販売価格は前年比で軟化したものの、円安を背景とした輸

入紙の減少等により、洋紙の国内販売数量が増加し増収となりました。その結果、当第３四

向が見られ、景気は緩やかに回復しつつあるものの、欧州債務問題や新興国の成長鈍化等に

半期連結累計期間の売上高は162,738百万円（前年同四半期比4.8％増）となりました。
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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25年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 29,056 27,163
  受取手形及び売掛金 61,144 66,599
  商品及び製品 18,016 18,371
  仕掛品 1,984 1,611
  原材料及び貯蔵品 13,265 13,186
  その他 5,089 5,195
  貸倒引当金 △64 △23
  流動資産合計 128,492 132,104

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 72,726 73,223
    減価償却累計額 △39,226 △40,839
    建物及び構築物（純額） 33,500 32,383

   機械、運搬具及び工具器具備品 374,318 378,309
    減価償却累計額 △276,248 △286,356
    機械、運搬具及び工具器具備品（純額) 98,070 91,953

   その他（純額） 30,825 38,364
   有形固定資産合計 162,396 162,702

  無形固定資産 1,281 1,174
  投資その他の資産   
   投資有価証券 44,233 49,143
   その他 6,776 6,144
   投資その他の資産合計 51,009 55,287

  固定資産合計 214,687 219,164

 資産合計 343,179 351,269
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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３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 18,556 16,954
  電子記録債務 4,317 6,703
  短期借入金 45,933 42,612
  コマーシャル・ペーパー 7,000 14,000
  1年内償還予定の社債 － 10,000
  未払法人税等 731 442
  引当金 2,603 1,367
  その他 11,370 13,074
  流動負債合計 90,513 105,155

 固定負債   
  社債 30,000 20,000
  長期借入金 42,096 43,563
  退職給付引当金 12,853 12,854
  その他の引当金 449 599
  負ののれん 2,654 1,316
  資産除去債務 1,469 1,462
  その他 2,062 2,347
  固定負債合計 91,585 82,145

 負債合計 182,099 187,301

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 42,020 42,020
  資本剰余金 45,481 45,480
  利益剰余金 70,694 71,108
  自己株式 △2,689 △2,689
  株主資本合計 155,507 155,920

 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 3,235 5,660
  繰延ヘッジ損益 △5 112
  為替換算調整勘定 169 473
  その他の包括利益累計額合計 3,399 6,246

 新株予約権 86 107
 少数株主持分 2,087 1,693
 純資産合計 161,080 163,967

負債純資産合計 343,179 351,269
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 155,330 162,738

売上原価 129,422 139,188

売上総利益 25,907 23,550

販売費及び一般管理費 23,134 22,738

営業利益 2,772 812

営業外収益   
 受取利息 37 58
 受取配当金 581 577
 負ののれん償却額 1,337 1,337
 持分法による投資利益 3,112 616
 助成金収入 651 －
 その他 998 1,751
 営業外収益合計 6,718 4,340

営業外費用   
 支払利息 707 721
 設備休止費用 296 180
 その他 322 247
 営業外費用合計 1,325 1,148

経常利益 8,166 4,004

特別利益   
 固定資産売却益 69 208
 投資有価証券売却益 29 0
 負ののれん発生益 38 6
 保険差益 18 19
 その他 4 5
 特別利益合計 160 240

特別損失   
 固定資産除売却損 945 337
 減損損失 37 187
 投資有価証券評価損 402 －
 事業再編損 － 384
 その他 19 11
 特別損失合計 1,404 922

税金等調整前四半期純利益 6,922 3,322

法人税、住民税及び事業税 846 646

法人税等調整額 △22 △85

法人税等合計 823 560

少数株主損益調整前四半期純利益 6,098 2,762

少数株主利益 22 19

四半期純利益 6,076 2,742
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【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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,098 2,762

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 137 2,130
 繰延ヘッジ損益 9 121
 為替換算調整勘定 △31 337
 持分法適用会社に対する持分相当額 189 297
 その他の包括利益合計 305 2,886

四半期包括利益 6,404 5,648

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 6,395 5,589
 少数株主に係る四半期包括利益 8 58
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（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）

　　該当事項はありません。

　　（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。

　　（セグメント情報）

Ⅰ　前第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）

　　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
　　　（単位：百万円）

計

 売　　上　　高

外部顧客への売上高 132,969 15,710 148,680 6,649 155,330 ― 155,330

1,726 147 1,873 20,167 22,041 △ 22,041 ―

134,695 15,858 150,554 26,817 177,371 △ 22,041 155,330

 セグメント利益 1,423 666 2,090 184 2,275 2,772

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

　　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
　　　（単位：百万円）

計

 売　　上　　高

外部顧客への売上高 140,852 15,437 156,289 6,449 162,738 ― 162,738

1,729 224 1,954 20,252 22,207 △ 22,207 ―

142,581 15,662 158,244 26,702 184,946 △ 22,207 162,738

 セグメント利益又は損失(△) △ 827 583 △ 243 428 185 812

計

（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、建設業、不動産売買、

497      

調整額
（注）２紙パルプ

事業

報告セグメント 四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

パッケージ
ング・紙加

工事業

その他
（注）１

合計

セグメント間の内部
売上高又は振替高

　　　　　運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

　　　３　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おります。

その他
（注）１

合計

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

パッケージ
ング・紙加

工事業

調整額
（注）２

　　　３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　　　運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

報告セグメント

計

セグメント間の内部
売上高又は振替高

　　　２　セグメント利益又は損失の調整額627百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

627      

（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、建設業、不動産売買、

　　　２　セグメント利益の調整額497百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

紙パルプ
事業

― 7 ―
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４．その他

役員の異動（平成26年２月13日付）

（辞任）　　村　越　　晃　　　（現　社外取締役）

― 8 ―


