
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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  8,434  △0.3  78  21.3  101  35.1  84  －

25年３月期第２四半期  8,462  △3.1  64  138.1  75  127.3  △29  －

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 130百万円（ ％） －   25年３月期第２四半期 △14百万円 （ ％） －

  
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  12.66  －

25年３月期第２四半期  △4.52  －

  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  9,042  3,136  34.7

25年３月期  9,771  3,040  31.1

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 3,135百万円   25年３月期 3,039百万円 

  
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  － 0.00 － 5.00  5.00

26年３月期  － 0.00     

26年３月期（予想）     － 5.00  5.00

（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  18,000  3.0  200  △1.3  200  △3.9  180  3.0  27.10

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 7,353,443株 25年３月期 7,353,443株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 713,864株 25年３月期 712,679株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 6,640,417株 25年３月期２Ｑ 6,641,023株

 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に対するレビュー手続は終了しておりません。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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および合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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およ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」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融緩和や経済対策への期待感から景気回復の

兆しが見られるものの、株式市場の不安定さや円安による原材料価格の上昇など先行きは不透明な状況のまま推移

いたしました。 

 当社グループは、紙の需要が伸び悩む環境の下、印刷用紙及び情報用紙の適正価格販売を主眼に販売活動を展開

してまいりました。需要家のあらゆるニーズにきめ細かく対応する営業活動により販売数量は前年を上回ることが

できました。利益につきましては、金融コストの圧縮に努め、紙卸商の本分である小口の商売を大切にし、加工や

迅速なデリバリーに注力しました結果、増益となりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は8,434百万円（前年同期比28百万円減）、営業利益は

78百万円（前年同期比13百万円増）、経常利益は101百万円（前年同期比26百万円増）、四半期純利益は84百万円

（前年同期は四半期純損失29百万円） となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は9,042百万円となり、前連結会計年度末に比べ728百万円減少いた

しました。これは主に現金及び預金が273百万円、受取手形及び売掛金が653百万円減少したことによるものであり

ます。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は5,905百万円となり、前連結会計年度末に比べ825百万円減少い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金が633百万円減少したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は3,136百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万円増加

いたしました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月10日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありま

せん。   

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

 なお、特定子会社の異動に該当しておりませんが、持分法適用関連会社であった株式会社ポイント商社は、

第１四半期連結会計期間において閉業したため、持分法適用の範囲から除外しております。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

㈱共同紙販ホールディングス（9849）平成26年3月期　第2四半期決算短信

- 2 -



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 484,741 211,323

受取手形及び売掛金 3,992,333 3,338,348

商品 484,163 539,720

未収入金 686,915 786,020

その他 58,982 43,453

貸倒引当金 △29,831 △22,299

流動資産合計 5,677,304 4,896,566

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,219,284 1,219,392

機械装置及び運搬具（純額） 33,582 35,695

土地 1,417,953 1,417,953

その他（純額） 22,824 20,342

有形固定資産合計 2,693,645 2,693,384

無形固定資産   

のれん 597,856 577,927

その他 6,703 32,192

無形固定資産合計 604,560 610,120

投資その他の資産   

投資有価証券 494,842 544,335

出資金 215,341 215,341

その他 85,456 82,628

投資その他の資産合計 795,640 842,305

固定資産合計 4,093,845 4,145,810

資産合計 9,771,149 9,042,377
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（単位：千円）

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 5,456,866 4,823,032

短期借入金 450,000 440,000

1年内返済予定の長期借入金 90,000 60,000

賞与引当金 50,430 44,148

その他 261,052 142,360

流動負債合計 6,308,348 5,509,540

固定負債   

長期借入金 30,000 －

退職給付引当金 361,067 360,126

繰延税金負債 3,342 3,080

その他 28,389 32,725

固定負債合計 422,799 395,933

負債合計 6,731,148 5,905,473

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,381,052 2,381,052

資本剰余金 776,560 776,560

利益剰余金 233,846 284,699

自己株式 △258,513 △258,791

株主資本合計 3,132,946 3,183,520

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △87,606 △47,831

為替換算調整勘定 △6,108 －

その他の包括利益累計額合計 △93,715 △47,831

少数株主持分 770 1,214

純資産合計 3,040,001 3,136,904

負債純資産合計 9,771,149 9,042,377
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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：千円）

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 8,462,736 8,434,725

売上原価 7,329,027 7,259,133

売上総利益 1,133,708 1,175,591

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 420,817 415,759

賞与引当金繰入額 21,706 42,664

退職給付費用 52,988 56,156

減価償却費 33,853 34,130

その他 539,546 548,276

販売費及び一般管理費合計 1,068,911 1,096,987

営業利益 64,797 78,604

営業外収益   

受取利息 17 27

受取配当金 17,104 18,722

設備賃貸料 4,469 3,262

貸倒引当金戻入額 1,499 6,466

その他 4,532 4,526

営業外収益合計 27,624 33,004

営業外費用   

支払利息 7,396 3,305

手形売却損 5,905 5,509

保証債務費用 408 －

その他 3,396 1,026

営業外費用合計 17,107 9,841

経常利益 75,313 101,767

特別損失   

投資有価証券評価損 101,132 －

関係会社清算損 － 6,108

特別退職金 － 776

特別損失合計 101,132 6,884

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（△）

△25,818 94,882

法人税、住民税及び事業税 4,334 10,727

法人税等還付税額 － △83

法人税等調整額 △261 △261

法人税等合計 4,072 10,382

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（△）

△29,891 84,500

少数株主利益 99 444

四半期純利益又は四半期純損失（△） △29,990 84,056
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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：千円）

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△29,891 84,500

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15,250 39,775

持分法適用会社に対する持分相当額 △124 6,108

その他の包括利益合計 15,126 45,883

四半期包括利益 △14,765 130,384

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △14,864 129,940

少数株主に係る四半期包括利益 99 444
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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）
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