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（１）連結経営成績 （％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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期  17,483  △0.9  202  74.7  208  74.0  174  480.0

24年３月期  17,641  △7.9  116  24.5  119  11.2  30  △38.8

（注）包括利益 25年３月期 203百万円 （ ％）144.1   24年３月期 83百万円 （ ％） －

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

25年３月期  26.30  －  5.9  2.1  1.2

24年３月期  4.53  －  1.1  1.2  0.7

（参考）持分法投資損益 25年３月期 △4百万円   24年３月期 △6百万円 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年３月期  9,771  3,040  31.1  457.78

24年３月期  9,810  2,869  29.2  432.04

（参考）自己資本 25年３月期 3,039百万円   24年３月期 2,869百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

25年３月期  533  △52  △361  484

24年３月期  309  92  △591  365

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年３月期 －  0.00 － 5.00 5.00  33 110.4 1.2

25年３月期 －  0.00 － 5.00 5.00  33 19.0 1.1

26年３月期（予想） －  0.00 － 5.00 5.00   18.5  

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、四半期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）  9,000  6.3  90  38.9  90  19.5  80  －  12.05

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



※  注記事項 

  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  
（参考）個別業績の概要 

１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
 

  
  
※  監査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）期中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   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 有

④  修正再表示                          ： 無

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの

変更と区別することが困難な場合）に該当するものであります。詳細は、添付資料16ページ「４.連結財務諸表

（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期 7,353,443株 24年３月期 7,353,443株

②  期末自己株式数 25年３月期 712,679株 24年３月期 712,420株

③  期中平均株式数 25年３月期 6,641,018株 24年３月期 6,641,146株

（１）個別経営成績 （％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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期  17,465  △1.0  218  56.7  219  53.5  182  293.8

24年３月期  17,634  △7.9  139  25.1  142  17.0  46  △35.5

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  円 銭 円 銭 

25年３月期  27.51  －

24年３月期  6.99  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年３月期  9,969  3,086  31.0  464.77

24年３月期  10,015  2,908  29.0  438.02

（参考）自己資本 25年３月期 3,086百万円   24年３月期 2,908百万円

２．平成26年３月期の個別業績予想（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、四半期は対前年同四半期増減率）

  売上高 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 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  9,000  6.4  95  11.6  85  －  12.80

通期  18,000  3.1  210  △4.2  190  4.0  28.61

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

 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、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及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. 経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」を

ご覧ください。
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（１）経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績  

 当連結会計年度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・株安の継続により不透明な状況が続きました。しかしながら昨年末に起きた政権交代による経済・

金融政策への期待感を背景として円安・株高基調となり、景気回復への期待感が高まってまいりました。 

 当社グループは、廉価な輸入紙の市場流入や販売価格の下落により、販売数量は前年同期に比べて増加したもの

の売上高は低調に推移いたしました。利益につきましては、販管費の削減及び金融コストの圧縮を図ってまいりま

した。 

 その結果、当連結会計年度の業績は、売上高は17,483百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は202百万円

（前年同期比74.7％増）、経常利益は208百万円（前年同期比74.0％増）、当期純利益は174百万円（前年同期比

480.0％増）となりました。 

  

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 ①洋紙卸売事業 

 当セグメントにおきましては、廉価な輸入紙の市場流入や販売価格の下落により、売上高は低調に推移いたしま

した。利益につきましては、販管費の削減を図ってまいりました。その結果、売上高は17,330百万円（前年同期比

1.0％減）、利益につきましては、セグメント利益（営業利益）は536百万円（前年同期比20.4％増）となりま

した。 

 ②不動産賃貸事業 

 当セグメントにおきましては、売上高は134百万円（前年同期比0.3％増）となり、セグメント利益（営業利益）

は45百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

 ③物流事業 

 当セグメントにおきましては、売上高は245百万円（前年同期比8.4％減）となり、セグメント損失（営業損失）

は9百万円（前年同期は17百万円の損失）となりました。 

  

②次期の見通し  

 次期の見通しにつきましては、政府による各種政策により景気回復への期待感が高まりつつありますが、急激な

円安による輸入価格の高騰や個人消費の動向など不透明な要因もあり、厳しい経営環境が続くと思われます。 

 このような状況の中で当社グループは、販売数量の確保を図りつつ販売価格の回復を 重要命題として、更なる

販管費及び金融コストの削減を進め、業績の向上に努めてまいります。  

  

 平成26年３月期の連結業績につきましては、以下のとおり予定しております。 

   連結売上高   18,000百万円（前年同期比3.0％増） 

   連結営業利益    200百万円（前年同期比1.3％減） 

   連結経常利益    200百万円（前年同期比3.9％減） 

   連結当期純利益   180百万円（前年同期比3.0％増）   

１．経営成績・財政状態に関する分析
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  （２）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況  

                                 （単位：百万円） 

・資産は前連結会計年度比39百万円減少しましたが、これは主に商品が202百万円減少し、現金及び預金が119百万

円増加したためであります。 

・負債は前連結会計年度比209百万円減少しましたが、これは主に有利子負債が330百万円減少したためであり

 ます。 

・純資産は前連結会計年度比170百万円増加しましたが、これは主にその他利益剰余金が138百万円増加したためで

あります。 

  

   ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は484百万円と前年同期と比べ119百万円増加となりました。 

 営業活動におけるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が前年同期と比べ304百万円減少し、売上債権が231

百万円及び仕入債務が125百万円それぞれ前年同期と比べ増加したこと等により533百万円と前年同期と比べ223

百万円増加いたしました。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が52百万円減少したものの、投資有価

証券の売却による収入が190百万円減少したこと等により52百万円の支出と前年同期と比べ144百万円減少いたしま

した。 

 財務活動におけるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出が無かったものの、有利子負債の返済による

支出が330百万円あったこと等により361百万円の支出と前年同期と比べ229百万円減少いたしました。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率             ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率       ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インスタンス・カバレッジ・レシオ   ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。  

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主の皆様のご期待に応えるため、経営基盤の強化と収益力の向上に努めてまいります。 

 利益配分につきましては、業績状況を勘案した上で可能な限り安定した配当を維持していく方針であります。 

 当社の剰余金の配当は期末配当の年１回を基本としておりますが、当社は会社法第459条第1項に基づき、取締役

会の決議によって「基準日を定めて剰余金の配当をすることができる」旨を定款に定めております。 

 これらの方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、１株につき５円とさせていただきます。（連結配当

性向19.0％）。次期の配当は期末に５円を予定しております。（予想配当性向18.5％）  

   

  前連結会計年度 当連結会計年度 増減 

 資産        9,810        9,771         △39 

 負債        6,940        6,731        △209 

 純資産        2,869        3,040         170 

 自己資本比率       29.2％       31.1％        1.9％ 

  平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

 自己資本比率（％）        22.8         24.0         27.1         29.2     31.1 

 時価ベースの自己資本比率（％）        18.9         12.8         13.0         14.1     14.5 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率         1.4          2.2          9.4          2.9      1.1 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ        38.3         28.8          7.6         18.9        45.0
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 当社グループは、当社（株式会社共同紙販ホールディングス）、子会社（関東流通株式会社、ファイビストオフィス

株式会社）の計３社で構成されており洋紙の販売を主たる業務としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業における位置付けは、次のとおりであります。 

 （１）洋紙卸売事業・・・・当社が洋紙を顧客へ販売しております。 

              また、当社はファイビストオフィス株式会社を通じて特殊紙等を仕入れております。 

 （２）不動産賃貸事業・・・当社が不動産賃貸業を行っております。 

 （３）物流事業・・・・・・関東流通株式会社が当社を含む顧客商品の保管・加工・配送を行っております。 

  

 上記の当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 

[事業系統図（平成25年3月31日付）] 

   

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針 

 当社グループは国民の豊かな社会生活に極めて重要な教育と文化に「紙」媒体を通じて貢献することを、経営の

基本理念としております。 

 日本全国に網羅した拠点からタイムリーに「原紙」を配送し販売することによって、新聞・書籍・教育図書・

情報雑誌・帳票類・折込広告等の製作に関わってまいりました。日常生活に欠くことのできない生活必需品の

「紙」を常に安定供給していくとともに、環境の変化にも迅速に対応できる体制を図り、あらゆる可能性を追求し

つつ永続的発展を目指しております。   

   

（２）目標とする経営指標 

 当社グループは、平成28年3月期までの目標経営指標として以下の項目を掲げております。 

  売上高経常利益率  ：1.3％以上 

  有利子負債額    ：5億円以下 

  自己資本比率    ：30.0％以上   

   

（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループの位置する国内紙卸商業界を取り巻く環境は、海外からの紙製品の流入や電子化による紙離れに 

よって需要が前年を割る厳しい状況にあります。 

 また、卸商が得意とする小口需要に対するきめ細かい販売領域も、近年下降の一途にあります。 

 当社グループは、目標とする経営指標を達成し、生き残りをかけた強固な経営組織・経営体制の改革を図り、 

この厳しい環境の中、堅実な経営を貫いてまいります。   

    

   

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 365,272 484,741

受取手形及び売掛金 ※3, ※6  3,963,845 ※3  3,992,333

商品 686,567 484,163

未収入金 ※4  612,818 ※4  686,915

その他 47,196 58,982

貸倒引当金 △28,047 △29,831

流動資産合計 5,647,652 5,677,304

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,616,563 2,602,750

減価償却累計額 △1,335,859 △1,383,466

建物及び構築物（純額） 1,280,703 1,219,284

機械装置及び運搬具 304,965 307,305

減価償却累計額 △267,687 △273,722

機械装置及び運搬具（純額） 37,278 33,582

土地 1,417,953 1,417,953

その他 136,281 154,525

減価償却累計額 △120,918 △131,701

その他（純額） 15,363 22,824

有形固定資産合計 2,751,298 2,693,645

無形固定資産   

のれん 637,713 597,856

その他 23,171 6,703

無形固定資産合計 660,884 604,560

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  452,564 ※2  494,842

出資金 ※5  215,341 ※5  215,341

その他 ※1  82,823 ※1  85,456

投資その他の資産合計 750,729 795,640

固定資産合計 4,162,913 4,093,845

資産合計 9,810,566 9,771,149
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※5, ※6  5,391,424 ※5, ※6  5,456,866

短期借入金 720,000 450,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 90,000

賞与引当金 47,269 50,430

その他 203,468 261,052

流動負債合計 6,422,163 6,308,348

固定負債   

長期借入金 120,000 30,000

退職給付引当金 357,007 361,067

繰延税金負債 3,865 3,342

その他 37,681 28,389

固定負債合計 518,553 422,799

負債合計 6,940,716 6,731,148

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 92,360 233,846

自己株式 △258,452 △258,513

株主資本合計 2,991,521 3,132,946

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 △87,606

為替換算調整勘定 △6,697 △6,108

その他の包括利益累計額合計 △122,360 △93,715

少数株主持分 687 770

純資産合計 2,869,849 3,040,001

負債純資産合計 9,810,566 9,771,149
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 17,641,382 17,483,177

売上原価 15,292,254 15,080,470

売上総利益 2,349,128 2,402,706

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 915,915 879,816

賞与引当金繰入額 60,271 49,486

退職給付費用 94,778 107,595

減価償却費 73,165 74,040

運賃 380,406 374,425

その他 708,577 714,646

販売費及び一般管理費合計 2,233,115 2,200,011

営業利益 116,012 202,694

営業外収益   

受取利息 58 41

受取配当金 31,720 21,860

設備賃貸料 8,515 8,684

貸倒引当金戻入額 6,464 －

その他 8,099 6,923

営業外収益合計 54,858 37,510

営業外費用   

支払利息 18,618 12,337

手形売却損 12,617 11,751

保証債務費用 7,394 1,825

持分法による投資損失 6,542 4,059

その他 6,061 2,083

営業外費用合計 51,235 32,057

経常利益 119,635 208,148
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 66,396 －

その他 382 －

特別利益合計 66,778 －

特別損失   

固定資産除却損 － ※1  5,138

投資有価証券売却損 45,903 －

貸倒引当金繰入額 79,195 －

特別退職金 5,547 －

その他 14,161 －

特別損失合計 144,808 5,138

税金等調整前当期純利益 41,605 203,010

法人税、住民税及び事業税 9,517 29,173

過年度法人税等 △1,647 △414

法人税等調整額 3,865 △522

法人税等合計 11,735 28,236

少数株主損益調整前当期純利益 29,870 174,773

少数株主利益又は少数株主損失（△） △245 82

当期純利益 30,116 174,690
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 29,870 174,773

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 53,901 28,056

持分法適用会社に対する持分相当額 △441 588

その他の包括利益合計 ※1  53,459 ※1  28,644

包括利益 83,330 203,418

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 83,576 203,335

少数株主に係る包括利益 △245 82
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,381,052 2,381,052

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,381,052 2,381,052

資本剰余金   

当期首残高 776,560 776,560

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 776,560 776,560

利益剰余金   

当期首残高 95,451 92,360

当期変動額   

剰余金の配当 △33,207 △33,205

当期純利益 30,116 174,690

当期変動額合計 △3,090 141,485

当期末残高 92,360 233,846

自己株式   

当期首残高 △258,353 △258,452

当期変動額   

自己株式の取得 △98 △61

当期変動額合計 △98 △61

当期末残高 △258,452 △258,513

株主資本合計   

当期首残高 2,994,711 2,991,521

当期変動額   

剰余金の配当 △33,207 △33,205

当期純利益 30,116 174,690

自己株式の取得 △98 △61

当期変動額合計 △3,189 141,424

当期末残高 2,991,521 3,132,946
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △169,564 △115,662

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53,901 28,056

当期変動額合計 53,901 28,056

当期末残高 △115,662 △87,606

為替換算調整勘定   

当期首残高 △6,255 △6,697

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △441 588

当期変動額合計 △441 588

当期末残高 △6,697 △6,108

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △175,819 △122,360

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53,459 28,644

当期変動額合計 53,459 28,644

当期末残高 △122,360 △93,715

少数株主持分   

当期首残高 933 687

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △245 82

当期変動額合計 △245 82

当期末残高 687 770

純資産合計   

当期首残高 2,819,824 2,869,849

当期変動額   

剰余金の配当 △33,207 △33,205

当期純利益 30,116 174,690

自己株式の取得 △98 △61

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53,213 28,727

当期変動額合計 50,024 170,151

当期末残高 2,869,849 3,040,001
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 41,605 203,010

減価償却費 101,324 102,598

のれん償却額 39,857 39,857

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,163 1,784

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,242 3,160

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,160 4,060

受取利息及び受取配当金 △31,778 △21,902

支払利息 18,618 12,337

持分法による投資損益（△は益） 6,542 4,059

投資有価証券売却損益（△は益） △20,492 △9

固定資産売却損益（△は益） － 37

固定資産除却損 81 5,138

特別退職金 5,547 －

売上債権の増減額（△は増加） 202,544 △28,487

たな卸資産の増減額（△は増加） △101,625 202,404

未収入金の増減額（△は増加） 44,344 △74,097

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,457 △16,611

その他の固定資産の増減額（△は増加） 59,880 △1,693

仕入債務の増減額（△は減少） △60,210 65,441

未払金の増減額（△は減少） △1,425 △769

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,019 18,508

その他の流動負債の増減額（△は減少） 20,596 14,525

その他の固定負債の増減額（△は減少） △2,774 △5,550

小計 290,836 527,804

利息及び配当金の受取額 31,778 21,902

利息の支払額 △16,351 △11,849

特別退職金の支払額 △2,151 －

法人税等の還付額 13,723 4,751

法人税等の支払額 △8,551 △9,516

営業活動によるキャッシュ・フロー 309,284 533,092
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △23,687 △32,846

無形固定資産の取得による支出 △3,803 △668

有形固定資産の売却による収入 － 30

投資有価証券の取得による支出 △70,582 △18,245

投資有価証券の売却による収入 190,679 563

貸付けによる支出 － △1,000

貸付金の回収による収入 255 60

投資活動によるキャッシュ・フロー 92,860 △52,106

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △1,750,000 △5,690,000

短期借入れによる収入 1,720,000 5,420,000

長期借入金の返済による支出 △30,000 △60,000

社債の償還による支出 △500,000 －

自己株式の取得による支出 △98 △61

配当金の支払額 △30,643 △30,616

リース債務の返済による支出 △279 △837

財務活動によるキャッシュ・フロー △591,021 △361,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188,876 119,469

現金及び現金同等物の期首残高 554,149 365,272

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  365,272 ※1  484,741
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    該当事項はありません。  

  

  

１．連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 

２社 

連結子会社の名称 

関東流通㈱ 

ファイビストオフィス㈱ 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した関連会社数 

１社 

会社等の名称 

㈱ポイント商社 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② 商品 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、親会社の建物（附属設備を除く）は定額法）によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物     ４～49年 

機械装置及び運搬具   ４～12年 

その他         ５～15年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（５）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）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して

おります。 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。 

(4）のれんの償却方法及び償却期間 

 20年間で均等償却しております。 

(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 

  

   （減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。  

  

（会計方針の変更）
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※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

  

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

※３ 受取手形裏書譲渡高及び手形債権流動化による譲渡高 

  

※４ 手形流動化による受取手形譲渡代金未収金は次のとおりであります。 

  

※５ 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。 

担保資産 

  

担保付負債 

  

※６ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれ

ております。 

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

投資その他の資産 千円 91,594 千円 8,119

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

投資有価証券（株式） 3,470千円 0千円

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

受取手形裏書譲渡高 千円 142,414 千円 131,269

手形債権流動化による譲渡高 千円 2,330,295 千円 2,318,142

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

未収入金 千円 539,288 千円 573,352

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

出資金 千円 213,551 千円 213,551

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

買掛金 千円 216,246 千円 143,956

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

受取手形 千円 154 千円 －

支払手形 千円 10,443 千円 6,069
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※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

（注） 自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

建物及び構築物  － 千円 2,212

機械装置及び運搬具  － 2,926千円  

その他  － 0千円  

計  －  5,138千円 

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 千円 74,394 千円 28,065

組替調整額  △20,492  △9

税効果調整前  53,901  28,056

税効果額  －  －

その他有価証券評価差額金  53,901  28,056

持分法適用会社に対する持分相当額：     

当期発生額  △441  588

その他の包括利益合計  53,459  28,644

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  7,353,443  －  －  7,353,443

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  711,961  459  －  712,420

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年５月13日 

取締役会 
普通株式  33,207  5.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年５月11日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金  33,205  5.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

（注） 自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  7,353,443  －  －  7,353,443

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  712,420  259  －  712,679

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年５月11日 

取締役会 
普通株式  33,205  5.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成25年５月10日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金  33,203  5.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 千円 365,272 千円 484,741

預入期間が３か月を超える定期預金 千円 － 千円 －

現金及び現金同等物 千円 365,272 千円 484,741
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１ 報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社グループは洋紙卸売事業を主な事業として活動を展開しております。なお、「洋紙卸売事業」、

「不動産賃貸事業」、「物流事業」を報告セグメントとしております。 

 「洋紙卸売事業」は洋紙の印刷会社及び出版会社等への卸売り販売を行っております。「不動産賃貸事

業」は不動産の賃貸を行っております。「物流事業」は主に洋紙の保管・加工・配送業務を行っておりま

す。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（注）１ 調整額は以下のとおりであります。 

(1）セグメント利益の調整額△357,826千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(2）セグメント資産の調整額2,056,106千円は、本社管理部門に対する債権の相殺消去△919,849千円、各報告

セグメントに配分していない全社資産2,975,956千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメ

ントに帰属しない本社預金等であります。 

(3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額15,449千円は、本社その他の設備投資額であります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（セグメント情報等）

セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

連結財務諸表
計上額 
（注２） 洋紙卸売事業 

不動産賃貸 
事業 

その他の事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  17,499,570  56,291  85,520  17,641,382  －  17,641,382

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 434  78,000  182,823  261,257  △261,257  －

計  17,500,005  134,291  268,343  17,902,639  △261,257  17,641,382

セグメント利益又はセグ

メント損失（△） 
 445,743  45,244  △17,148  473,839  △357,826  116,012

セグメント資産  5,238,393  2,295,731  220,333  7,754,459  2,056,106  9,810,566

その他の項目   

減価償却費  32,713  56,337  2,792  91,843  9,480  101,324

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 1,930  10,111  －  12,041  15,449  27,491
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

（注）１ 調整額は以下のとおりであります。 

(1）セグメント利益の調整額△368,997千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(2）セグメント資産の調整額2,339,300千円は、本社管理部門に対する債権の相殺消去△813,425千円、各報告

セグメントに配分していない全社資産3,152,726千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメ

ントに帰属しない本社預金等であります。 

(3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額3,458千円は、本社その他の設備投資額であります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３ 報告セグメントの変更等に関する事項 

  （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

   当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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方法に変更しております。 

   当該変更による、当連結会計年度のセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

連結財務諸表
計上額 
（注２） 洋紙卸売事業 

不動産賃貸 
事業 

物流事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  17,330,085  56,629  96,463  17,483,177  －  17,483,177

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 338  78,000  149,394  227,733  △227,733  －

計  17,330,423  134,629  245,857  17,710,910  △227,733  17,483,177

セグメント利益又はセグ

メント損失（△） 
 536,555  45,086  △9,951  571,690  △368,997  202,694

セグメント資産  4,967,992  2,250,041  213,814  7,431,848  2,339,300  9,771,149

その他の項目   

減価償却費  34,747  57,678  2,254  94,680  7,917  102,598

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 16,368  11,257  2,430  30,055  3,458  33,514
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（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 432円04銭 457円78銭 

１株当たり当期純利益金額 4円53銭 26円30銭 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

当期純利益（千円）  30,116  174,690

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  30,116  174,690

普通株式の期中平均株式数（株）  6,641,146  6,641,018

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 360,484 475,303

受取手形 905,590 938,870

売掛金 3,044,747 3,038,712

商品 686,567 484,163

前払費用 38,540 39,743

未収入金 619,405 693,712

その他 11,103 20,941

貸倒引当金 △28,047 △29,831

流動資産合計 5,638,392 5,661,614

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,578,335 2,562,461

減価償却累計額 △1,302,170 △1,348,601

建物（純額） 1,276,165 1,213,859

構築物 37,524 39,586

減価償却累計額 △33,056 △34,215

構築物（純額） 4,468 5,370

機械及び装置 227,946 233,646

減価償却累計額 △203,963 △209,713

機械及び装置（純額） 23,983 23,933

車両運搬具 22,356 16,566

減価償却累計額 △17,651 △16,108

車両運搬具（純額） 4,705 457

工具、器具及び備品 136,281 154,525

減価償却累計額 △120,918 △131,701

工具、器具及び備品（純額） 15,363 22,824

土地 1,417,953 1,417,953

有形固定資産合計 2,742,639 2,684,399

無形固定資産   

のれん 637,713 597,856

ソフトウエア 22,393 6,336

無形固定資産合計 660,107 604,192

投資その他の資産   

投資有価証券 449,094 494,842

関係会社株式 226,802 223,332

出資金 1,790 1,790

関係会社長期貸付金 213,551 213,551

その他 82,823 85,456

投資その他の資産合計 974,061 1,018,972

固定資産合計 4,376,808 4,307,565

資産合計 10,015,201 9,969,180
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 179,338 166,922

買掛金 5,207,456 5,286,185

短期借入金 720,000 450,000

関係会社短期借入金 172,000 161,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 90,000

未払金 13,515 13,664

未払費用 115,194 126,889

未払法人税等 15,264 35,953

前受金 4,559 4,635

預り金 26,473 28,858

賞与引当金 44,869 48,030

その他 36,682 55,556

流動負債合計 6,595,354 6,467,696

固定負債   

長期借入金 120,000 30,000

長期預り保証金 21,660 16,110

退職給付引当金 349,382 353,316

繰延税金負債 3,865 3,342

資産除去債務 12,111 12,279

その他 3,910 －

固定負債合計 510,928 415,048

負債合計 7,106,283 6,882,745

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,381,052 2,381,052

資本剰余金   

その他資本剰余金 776,560 776,560

資本剰余金合計 776,560 776,560

利益剰余金   

利益準備金 9,223 12,544

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 116,196 262,397

利益剰余金合計 125,419 274,941

自己株式 △258,452 △258,513

株主資本合計 3,024,580 3,174,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △115,662 △87,606

評価・換算差額等合計 △115,662 △87,606

純資産合計 2,908,918 3,086,434

負債純資産合計 10,015,201 9,969,180
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 17,634,297 17,465,052

売上原価   

商品期首たな卸高 584,942 686,567

当期商品仕入高 15,425,277 14,904,892

合計 16,010,220 15,591,460

他勘定振替高 8,427 8,519

商品期末たな卸高 686,567 484,163

売上原価合計 15,315,224 15,098,777

売上総利益 2,319,072 2,366,275

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 417,908 408,486

外注費 87,599 75,316

役員報酬及び給料手当 865,085 840,517

賞与引当金繰入額 56,947 48,030

退職給付費用 91,521 104,195

福利厚生費 111,672 108,787

賃借料 90,768 83,558

減価償却費 42,359 42,665

その他 415,781 436,204

販売費及び一般管理費合計 2,179,644 2,147,760

営業利益 139,428 218,514

営業外収益   

受取利息 3,226 3,210

受取配当金 22,513 12,653

設備賃貸料 8,515 8,684

貸倒引当金戻入額 6,464 －

その他 7,972 6,616

営業外収益合計 48,692 31,164

営業外費用   

支払利息 12,845 14,807

社債利息 7,400 －

手形売却損 12,617 11,751

保証債務費用 7,394 1,825

その他 5,070 2,083

営業外費用合計 45,328 30,467

経常利益 142,792 219,212
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 66,396 －

その他 382 －

特別利益合計 66,778 －

特別損失   

固定資産除却損 － 5,138

投資有価証券売却損 45,903 －

関係会社株式評価損 6,984 3,470

貸倒引当金繰入額 79,195 －

特別退職金 5,547 －

その他 14,161 －

特別損失合計 151,793 8,608

税引前当期純利益 57,777 210,603

法人税、住民税及び事業税 9,157 28,813

過年度法人税等 △1,647 △414

法人税等調整額 3,865 △522

法人税等合計 11,375 27,876

当期純利益 46,402 182,727
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,381,052 2,381,052

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,381,052 2,381,052

資本剰余金   

その他資本剰余金   

当期首残高 776,560 776,560

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 776,560 776,560

資本剰余金合計   

当期首残高 776,560 776,560

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 776,560 776,560

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 5,903 9,223

当期変動額   

利益準備金の積立 3,320 3,320

当期変動額合計 3,320 3,320

当期末残高 9,223 12,544

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 106,321 116,196

当期変動額   

剰余金の配当 △33,207 △33,205

当期純利益 46,402 182,727

利益準備金の積立 △3,320 △3,320

当期変動額合計 9,874 146,201

当期末残高 116,196 262,397

利益剰余金合計   

当期首残高 112,224 125,419

当期変動額   

剰余金の配当 △33,207 △33,205

当期純利益 46,402 182,727

当期変動額合計 13,195 149,521

当期末残高 125,419 274,941

自己株式   

当期首残高 △258,353 △258,452

当期変動額   

自己株式の取得 △98 △61

当期変動額合計 △98 △61

当期末残高 △258,452 △258,513
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 3,011,484 3,024,580

当期変動額   

剰余金の配当 △33,207 △33,205

当期純利益 46,402 182,727

自己株式の取得 △98 △61

当期変動額合計 13,096 149,460

当期末残高 3,024,580 3,174,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △169,564 △115,662

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53,901 28,056

当期変動額合計 53,901 28,056

当期末残高 △115,662 △87,606

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △169,564 △115,662

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53,901 28,056

当期変動額合計 53,901 28,056

当期末残高 △115,662 △87,606

純資産合計   

当期首残高 2,841,919 2,908,918

当期変動額   

剰余金の配当 △33,207 △33,205

当期純利益 46,402 182,727

自己株式の取得 △98 △61

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53,901 28,056

当期変動額合計 66,998 177,516

当期末残高 2,908,918 3,086,434
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（１）品目別売上高 

（数量、金額は単位未満切捨て）

（注）「その他」は不動産賃貸、保管、加工及び配送等による収入額を記載しております。 

  

（２）役員の異動 

①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

  

②その他の取締役の異動 

  該当事項はありません。 

  

③監査役の異動 

  該当事項はありません。   

      

６．その他

品目別 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増減 

前連結会 

計年度比

（％） 

自 平成23年4月 1日 自 平成24年4月 1日 

至 平成24年3月31日 至 平成25年3月31日 

  
構成比

（％） 
  

構成比

（％） 

印刷用紙 

数量 

（トン） 
     70,981    65.3      79,171      68.6     8,190     111.5 

金額 

（千円） 
   10,455,562    59.3    10,715,413    61.3    259,851     102.5 

情報用紙 

数量 

（トン） 
     37,744    34.7      36,179      31.4    △1,565      95.9 

金額 

（千円） 
    7,044,443       39.9     6,615,011    37.8   △429,432      93.9 

その他 
金額 

（千円） 
     141,377        0.8      152,753     0.9    11,376     108.0 

合計 

数量 

（トン） 
     108,725    100.0      115,350     100.0     6,625     106.1 

金額 

（千円） 
   17,641,382     100.0    17,483,177    100.0   △158,205      99.1 
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