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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原発事故の影響による厳しい状況

から徐々に回復に向かう中、円高の長期化や欧米の財政不安などにより、いまだ先行きの不透明な状況

で推移いたしました。 

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に向かいつつあります

が、景気悪化による需要の低迷とメーカーの価格修正をうけ、売上は大変厳しい状況が続いておりま

す。損益につきましては、販管費の削減や金融コストの圧縮等を図りましたが、大手得意先の貸倒事故

による特別損失の発生により、純損失の計上となりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は8,735百万円（前年同期比9.4％減）、営業利益は27百

万円（前年同期比207.8％増）、経常利益は33百万円（前年同期比53.2％増）、四半期純損益は66百万

円の損失（前年同期は10百万円の利益）となりました。 

  

当第２四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815百万円減少し、9,576

百万円となりました。これは主に現金及び預金が268百万円、受取手形及び売掛金が592百万円が減少

し、商品及び製品が137百万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719百万円減少し、6,852百万円となりました。これは主に支払手

形及び買掛金が161百万円、短期借入金が400百万円、長期借入金が30百万円及び退職給付引当金が47百

万円減少したためであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて95百万円減少し、2,724百万円となりました。これは主に利益

剰余金が99百万円減少したためであります。 

  

平成23年11月10日付にて平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、平成23年11月10日公表の「業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

  該当事項はありません。 

  

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（その他）に関する事項
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 554,149 285,706

受取手形及び売掛金 4,166,390 3,574,304

商品及び製品 584,942 722,041

未収入金 657,163 643,448

その他 64,252 47,087

貸倒引当金 △14,884 △21,748

流動資産合計 6,012,014 5,250,840

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,320,264 1,298,859

機械装置及び運搬具（純額） 33,700 29,639

土地 1,417,953 1,417,953

その他（純額） 21,606 19,450

有形固定資産合計 2,793,525 2,765,903

無形固定資産   

のれん 677,570 657,641

その他 38,924 32,199

無形固定資産合計 716,494 689,841

投資その他の資産   

投資有価証券 511,752 569,797

出資金 215,841 215,841

その他 142,203 84,290

投資その他の資産合計 869,797 869,928

固定資産合計 4,379,817 4,325,673

資産合計 10,391,831 9,576,514
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,451,635 5,290,072

短期借入金 750,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

1年内償還予定の社債 500,000 500,000

賞与引当金 48,511 21,006

その他 187,092 138,949

流動負債合計 6,997,239 6,360,027

固定負債   

長期借入金 150,000 120,000

退職給付引当金 400,167 352,461

その他 24,600 19,950

固定負債合計 574,767 492,411

負債合計 7,572,007 6,852,439

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 95,451 △3,883

自己株式 △258,353 △258,452

株主資本合計 2,994,711 2,895,277

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △169,564 △163,998

為替換算調整勘定 △6,255 △7,705

その他の包括利益累計額合計 △175,819 △171,704

少数株主持分 933 500

純資産合計 2,819,824 2,724,074

負債純資産合計 10,391,831 9,576,514
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 9,643,327 8,735,122

売上原価 8,357,168 7,587,570

売上総利益 1,286,158 1,147,552

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 507,690 451,378

賞与引当金繰入額 42,687 34,781

退職給付費用 62,020 48,020

減価償却費 39,676 36,292

その他 625,241 549,864

販売費及び一般管理費合計 1,277,316 1,120,336

営業利益 8,842 27,215

営業外収益   

受取利息 1,621 30

受取配当金 21,411 19,572

設備賃貸料 4,535 4,259

貸倒引当金戻入額 － 4,620

その他 9,177 5,077

営業外収益合計 36,747 33,561

営業外費用   

支払利息 11,470 9,870

手形売却損 7,899 6,347

保証債務費用 － 6,450

その他 4,590 4,969

営業外費用合計 23,960 27,637

経常利益 21,628 33,140

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10,204 －

その他 302 －

特別利益合計 10,507 －

特別損失   

特別退職金 14,978 2,151

貸倒引当金繰入額 － 79,195

その他 － 14,161

特別損失合計 14,978 95,508

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（△）

17,157 △62,368

法人税、住民税及び事業税 4,806 4,191

法人税等合計 4,806 4,191

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（△）

12,351 △66,560

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,887 △432

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,464 △66,127
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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（△）

12,351 △66,560

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △85,866 5,565

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,850 △1,450

その他の包括利益合計 △87,716 4,115

四半期包括利益 △75,365 △62,444

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △77,252 △62,012

少数株主に係る四半期包括利益 1,887 △432
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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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