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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に回復基調にあ

るものの、欧州の債務問題や円高・株安の進行等、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループは、大震災により被災した東北地区製紙メーカーの工場が復旧し、商品の供給体制は整

ってまいりましたが、安価な輸入紙の流入や、需要低迷による販売数量の減少により、売上は低調に推

移いたしました。利益につきましては、利益率が若干低下したものの、販管費の削減を図り、利益確保

に努めてまいりました。     

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は4,340百万円（前年同期比1.0％減）、営業

利益は2百万円（前年同期は7百万円の損失）、経常利益は12百万円（前年同期比46.4％減）、四半期純

利益は7百万円（前年同期比65.3％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて340百万円減少し、9,470

百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が334百万円及び商品が114百万円減少し、現金及

び預金が154百万円増加したためであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて259百万円減少し、6,681百万円となりました。これは主に有利子

負債が400百万円減少し、支払手形及び買掛金が107百万円増加したためであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて80百万円減少し、2,789百万円となりました。これは主にその

他有価証券評価差額金が54百万円減少したためであります。 

  

平成24年５月11日に公表いたしました連結業績予想から修正を行っておりません。 

  

   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

  （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） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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

更しております。 

これによる、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想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

（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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 365,272 519,336

受取手形及び売掛金 3,963,845 3,629,500

商品 686,567 572,073

未収入金 612,818 641,797

その他 47,196 55,174

貸倒引当金 △28,047 △26,427

流動資産合計 5,647,652 5,391,454

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,280,703 1,265,931

機械装置及び運搬具（純額） 37,278 35,151

土地 1,417,953 1,417,953

その他（純額） 15,363 14,380

有形固定資産合計 2,751,298 2,733,418

無形固定資産   

のれん 637,713 627,749

その他 23,171 18,800

無形固定資産合計 660,884 646,549

投資その他の資産   

投資有価証券 452,564 400,846

出資金 215,341 215,341

その他 82,823 82,823

投資その他の資産合計 750,729 699,011

固定資産合計 4,162,913 4,078,979

資産合計 9,810,566 9,470,433
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,391,424 5,498,826

短期借入金 720,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

賞与引当金 47,269 68,635

その他 203,468 216,532

流動負債合計 6,422,163 6,193,994

固定負債   

長期借入金 120,000 90,000

退職給付引当金 357,007 356,389

繰延税金負債 3,865 3,734

その他 37,681 37,013

固定負債合計 518,553 487,137

負債合計 6,940,716 6,681,132

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 92,360 66,626

自己株式 △258,452 △258,452

株主資本合計 2,991,521 2,965,787

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △115,662 △170,370

為替換算調整勘定 △6,697 △6,874

その他の包括利益累計額合計 △122,360 △177,244

少数株主持分 687 758

純資産合計 2,869,849 2,789,301

負債純資産合計 9,810,566 9,470,433
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 4,383,281 4,340,685

売上原価 3,802,128 3,780,295

売上総利益 581,152 560,390

販売費及び一般管理費 588,842 558,281

営業利益又は営業損失（△） △7,689 2,108

営業外収益   

受取利息 24 7

受取配当金 19,572 17,104

貸倒引当金戻入額 14,201 1,296

その他 8,442 3,126

営業外収益合計 42,240 21,535

営業外費用   

支払利息 5,191 4,117

手形売却損 2,995 3,018

保証債務費用 － 2,147

その他 2,618 1,641

営業外費用合計 10,805 10,925

経常利益 23,745 12,718

税金等調整前四半期純利益 23,745 12,718

法人税、住民税及び事業税 2,379 5,307

法人税等調整額 － △130

法人税等合計 2,379 5,176

少数株主損益調整前四半期純利益 21,366 7,541

少数株主利益又は少数株主損失（△） △169 71

四半期純利益 21,536 7,470
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 21,366 7,541

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,502 △54,707

持分法適用会社に対する持分相当額 △13 △177

その他の包括利益合計 △6,516 △54,884

四半期包括利益 14,849 △47,342

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 15,019 △47,414

少数株主に係る四半期包括利益 △169 71
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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）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
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