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当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出の増加等による企業業績の改善により、緩やかな回復傾

向にありましたが、雇用情勢や個人消費は引き続き厳しい状況のまま推移しました。また、円高や株価

の低迷など先行き不透明な状況が続いた中、年度末に発生いたしました東日本大震災の国内経済に与え

る影響は計りしれず、先行き不安を抱えたままの状態となっております。 

かかる状況のもと当社グループは、グループ全体の経営資源の集中を図り平成22年4月1日付で販売子

会社2社を吸収合併し、販売価格の維持と適正利益の確保を図り、採算性を重視する販売活動を徹底し

てまいりましたが、需要低迷による販売数量の減少により、売上高は19,159百万円(前年同期比11.9％

減)となりました。 

なお、東日本大震災の当社に対する影響は、仙台支店が賃借している建物の損傷及び仙台と東京の倉

庫のたな卸資産の荷崩れによる損傷の被害が発生いたしました。地震発生以来復旧に全力を注いで参り

ましたが、販売に大きな影響を及ぼしました。 

利益面につきましては販管費の削減や金融コストの圧縮を図ったものの売上高減少により営業利益は

93百万円(前年同期比22.2％減)、経常利益は107百万円(前年同期比34.8％増)となり、当期純利益につ

きましては本社移転費用28百万円及び東日本大震災において発生した災害による損失20百万円等を計上

し49百万円(前年同期比39.5％減)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、販売価格の維持と適正利益の確保を図り、採算性を重視した販売

活動を徹底してまいりました。しかしながら、需要低迷による販売数量の減少により、売上高は

19,005百万円、利益では、売上高の減少により、セグメント利益は428百万円となりました。 

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134百万円となり、セグメント利益は42百万円となりま

した。 

③ その他の事業 

当セグメントにおきましては、売上高は308百万円となり、セグメント損失は9百万円となりまし

た。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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次期の見通しにつきましては、東日本大震災の国内経済に与える影響は計り知れず、また、福島第一

原発問題による電力供給不安も重なり、先行きの情勢を見極めるのは大変困難な状況となっておりま

す。 

 今回の大震災により東北地区製紙メーカーの工場が被災しており、生産が一部停止していることか

ら、商品の供給不足等の影響が予測されます。当社グループといたしましては、幅広い在庫確保に注力

し、効率的・機動的な販売に努め、収益確保を目指してまいります。 

平成23年度通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   19,300百万円（前年同期比  0.7％増） 

  連結営業利益    120百万円（前年同期比 28.7％増） 

  連結経常利益     110百万円（前年同期比  2.2％増） 

  連結当期純利益    100百万円（前年同期比103.1％増） 

  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1,612百万円減少しましたが、これは主に現金及び預金が 

   457百万円、受取手形及び売掛金が956百万円及び有形固定資産が83百万円並びに 

   無形固定資産61百万円減少したことによるものであります。  

  ・負債は前連結会計年度比1,545百万円減少しましたが、これは主に支払手形及び買 

   掛金が978百万円、短期借入金が470百万円及び長期借入金が60百万円減少したこ 

   とによるものであります。 

 ・純資産は前連結会計年度比66百万円減少しましたが、これは主にその他有価証券 

   評価差額金が80百万円減少したことによるものであります。 

  

  ②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度

末に比べ251百万円減少し、554百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は155百万円(前年同期は911百万円の収入)となりました。 

 これは主に税金等調整前当期純利益57百万円及び減価償却費108百万円等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は154百万円(前年同期は162百万円の収入)となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は560百万円(前年同期は617百万円の使用)となりました。 

 これは主に、短期借入金の返済によるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

資産 12,004 10,391 △1,612

負債 9,117 7,572 △1,545

純資産 2,886 2,819 △66

自己資本比率 24.0% 27.1% 3.1%
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(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／総資本 

時価ベースの自己資本比率       ：株式時価総額／総資本 

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 

インタレスト・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。 

  

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67.5％）。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33.2％） 

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率 28.2 27.1 22.8 24.0 27.1

時価ベースの自己資本比率 19.9 22.0 18.9 12.8 13.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.8 ― 1.4 2.2 9.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

17.6 ― 38.3 28.8 7.6

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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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。 

 

 

 
  

  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23年3月31日付）］ 

 

２．企業集団の状況

 (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) その他の事業 ・・・ 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。 
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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、紙の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。 

  

当社グループは、平成25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 ： 1.0％以上 

   有利子負債額   ：10億円以下 

   自己資本比率   ：30.0％以上 

  

当社グループの位置する紙卸商業界を取り巻く環境は、流通簡素化の流れや卸商の購買先である代理

店との競合により、生き残りをかけた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は、従来、国内洋紙市場の約3割を占

めてまいりましたが、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、より強固な経営組織・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

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,011,708 554,149

受取手形及び売掛金 ※1, ※3  5,123,284 ※1, ※3  4,166,390

商品及び製品 622,780 584,942

未収入金 ※4  645,207 ※4  657,163

その他 66,925 64,252

貸倒引当金 △45,461 △14,884

流動資産合計 7,424,445 6,012,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,599,105 2,590,979

減価償却累計額 △1,214,390 △1,270,714

建物及び構築物（純額） 1,384,714 1,320,264

機械装置及び運搬具 303,667 300,805

減価償却累計額 △260,046 △267,104

機械装置及び運搬具（純額） 43,621 33,700

土地 1,417,953 1,417,953

その他 134,027 134,332

減価償却累計額 △103,092 △112,726

その他（純額） 30,934 21,606

有形固定資産合計 2,877,224 2,793,525

無形固定資産   

のれん 717,427 677,570

その他 60,350 38,924

無形固定資産合計 777,778 716,494

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  553,131 ※2  511,752

出資金 218,851 215,841

その他 ※1  152,958 ※1  142,203

投資その他の資産合計 924,941 869,797

固定資産合計 4,579,944 4,379,817

資産合計 12,004,389 10,391,831
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,429,882 5,451,635

短期借入金 1,220,000 750,000

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

賞与引当金 78,240 48,511

その他 195,485 187,092

流動負債合計 7,983,607 6,997,239

固定負債   

社債 500,000 －

長期借入金 210,000 150,000

退職給付引当金 401,370 400,167

その他 22,950 24,600

固定負債合計 1,134,320 574,767

負債合計 9,117,928 7,572,007

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 79,416 95,451

自己株式 △258,115 △258,353

株主資本合計 2,978,914 2,994,711

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △89,149 △169,564

為替換算調整勘定 △4,851 △6,255

その他の包括利益累計額合計 △94,001 △175,819

少数株主持分 1,548 933

純資産合計 2,886,461 2,819,824

負債純資産合計 12,004,389 10,391,831

㈱共同紙販ホールディングス（9849）平成23年3月期　決算短信

- 8 -



（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 21,737,074 19,159,082

売上原価 19,002,820 16,603,872

売上総利益 2,734,253 2,555,210

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 1,086,900 1,028,663

賞与引当金繰入額 76,786 48,182

退職給付費用 108,231 105,816

減価償却費 95,231 78,834

運賃 400,594 396,294

その他 846,719 804,205

販売費及び一般管理費合計 2,614,464 2,461,995

営業利益 119,788 93,214

営業外収益   

受取利息 5,557 3,061

受取配当金 25,611 27,752

設備賃貸料 11,568 8,791

保証債務取崩益 － 23,845

その他 9,773 8,125

営業外収益合計 52,511 71,576

営業外費用   

支払利息 28,536 21,474

手形売却損 51,317 14,841

その他 12,588 20,860

営業外費用合計 92,441 57,176

経常利益 79,858 107,614

特別利益   

貸倒引当金戻入額 27,448 16,259

その他 4,452 797

特別利益合計 31,901 17,056

特別損失   

関係会社株式売却損 2,115 －

合併関連費用 2,304 －

特別退職金 － 17,824

本社移転費用 － 28,613

災害による損失 － ※1  20,902

その他 127 －

特別損失合計 4,547 67,340

税金等調整前当期純利益 107,212 57,330

法人税、住民税及び事業税 19,483 9,422

過年度法人税等 7,291 △724

法人税等合計 26,774 8,697

少数株主損益調整前当期純利益 － 48,632

少数株主損失（△） △966 △615

当期純利益 81,405 49,247
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 48,632

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △80,414

持分法適用会社に対する持分相当額 － △1,403

その他の包括利益合計 － ※2  △81,818

包括利益 － ※1  △33,185

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △32,570

少数株主に係る包括利益 － △615
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 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   

前期末残高 928,340 776,560

当期変動額   

欠損填補 △151,779 －

当期変動額合計 △151,779 －

当期末残高 776,560 776,560

利益剰余金   

前期末残高 △153,767 79,416

当期変動額   

剰余金の配当 － △33,212

当期純利益 81,405 49,247

欠損填補 151,779 －

当期変動額合計 233,184 16,034

当期末残高 79,416 95,451

自己株式   

前期末残高 △258,061 △258,115

当期変動額   

自己株式の取得 △53 △238

当期変動額合計 △53 △238

当期末残高 △258,115 △258,353

株主資本合計   

前期末残高 2,897,563 2,978,914

当期変動額   

剰余金の配当 － △33,212

当期純利益 81,405 49,247

自己株式の取得 △53 △238

欠損填補 － －

当期変動額合計 81,351 15,796

当期末残高 2,978,914 2,994,711
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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   

前期末残高 △116,373 △89,149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,223 △80,414

当期変動額合計 27,223 △80,414

当期末残高 △89,149 △169,564

為替換算調整勘定   

前期末残高 △8,264 △4,851

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,412 △1,403

当期変動額合計 3,412 △1,403

当期末残高 △4,851 △6,255

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △124,638 △94,001

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,636 △81,818

当期変動額合計 30,636 △81,818

当期末残高 △94,001 △175,819

少数株主持分   

前期末残高 － 1,548

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,548 △615

当期変動額合計 1,548 △615

当期末残高 1,548 933

純資産合計   

前期末残高 2,772,925 2,886,461

当期変動額   

剰余金の配当 － △33,212

当期純利益 81,405 49,247

自己株式の取得 △53 △238

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,184 △82,433

当期変動額合計 113,536 △66,636

当期末残高 2,886,461 2,819,824
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 107,212 57,330

減価償却費 127,193 108,192

のれん償却額 39,857 39,857

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,447 △30,577

賞与引当金の増減額（△は減少） △930 △29,728

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,907 △1,202

受取利息及び受取配当金 △31,169 △30,814

支払利息 28,536 21,474

持分法による投資損益（△は益） 5,906 5,642

投資有価証券売却損益（△は益） △2,499 －

固定資産売却損益（△は益） △1,945 △494

固定資産除却損 136 －

特別退職金 － 17,824

移転費用 － 28,613

災害損失 － 20,902

保険解約損益（△は益） △4,681 －

関係会社株式売却損益（△は益） 2,115 －

事業再編損失 2,304 －

売上債権の増減額（△は増加） △69,025 956,894

たな卸資産の増減額（△は増加） 268,619 18,054

未収入金の増減額（△は増加） 113,604 △11,955

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,602 △3,916

その他の固定資産の増減額（△は増加） 869 13,444

仕入債務の増減額（△は減少） 372,787 △978,247

未払金の増減額（△は減少） △1,333 629

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,881 △6,656

その他の流動負債の増減額（△は減少） 26,462 △25,949

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3,350 1,650

小計 954,549 170,967

利息及び配当金の受取額 31,481 29,991

利息の支払額 △31,670 △20,545

特別退職金の支払額 － △14,978

移転費用の支払額 － △720

災害損失の支払額 － △1,071

事業再編による支出 △2,252 －

法人税等の還付額 6,311 6,665

法人税等の支払額 △47,007 △15,147

営業活動によるキャッシュ・フロー 911,411 155,161
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 206,000

有形固定資産の取得による支出 △9,415 △13,575

無形固定資産の取得による支出 △1,300 －

有形固定資産の売却による収入 85,785 1,100

投資有価証券の取得による支出 △22,355 △39,580

投資有価証券の売却による収入 7,289 －

貸付けによる支出 △1,336 △300

貸付金の回収による収入 1,610 365

保険積立金の解約による収入 92,346 －

関係会社株式の売却による収入 9,900 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 162,523 154,009

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 △2,300,000 △1,870,000

短期借入れによる収入 1,920,000 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △30,000 △60,000

長期借入れによる収入 300,000 －

社債の償還による支出 △500,000 －

自己株式の取得による支出 △53 △238

配当金の支払額 △5 △30,491

少数株主への配当金の支払額 △7,600 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △617,659 △560,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 456,275 △251,558

現金及び現金同等物の期首残高 349,432 805,708

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  805,708 ※1  554,149
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  該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  ４社  

  河内屋紙㈱  

  はが紙販㈱  

  関東流通㈱  

  ファイビストオフィス㈱

連結子会社の数  ２社  

  関東流通㈱  

  ファイビストオフィス㈱

当連結会計年度における連結子会社
の異動は次のとおりであります。 
（除外） 
 前連結会計年度まで連結子会社であ
った河内屋紙㈱及びはが紙販㈱は平成
22年４月１日付で当社が吸収合併した
ため除外いたしました。

２ 持分法の適用に関する事

項

 持分法適用関連会社  １社    

     ㈱ポイント商社

 持分法適用関連会社  １社    

     ㈱ポイント商社

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の事業年度の末日と連結

決算日は一致しております。

         同左

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

イ 有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

   決算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)

イ 有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左

 ロ 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）

 ロ 通常の販売目的で保有するたな卸 

  資産 

        同左

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ 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）を採

用しております。 

 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     4～50年 

機械装置及び運搬具   4～17年 

その他         5～15年

イ 有形固定資産(リース資産を除く) 

        同左

ロ 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

 ロ 無形固定資産(リース資産を除く) 

        同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 ハ 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を採用しておりま 

 す。  

  なお、リース取引開始日が適用初年 

 度開始前の所有権移転外ファイナンス 

 ・リース取引については、引き続き通 

 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。    

 ハ 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 

        同左

 (3) 重要な引当金の計上基

準

イ 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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

性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

イ 貸倒引当金  

         同左

ロ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

ロ 賞与引当金  

        同左

ハ 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

債務及び年金資産に基づき、計上し

ております。

ハ 退職給付引当金  

        同左

 (4) 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。

 (5) のれん及び負ののれん

の償却に関する事項

  ──────────────  のれんの償却については、20年間の

定額法により償却を行っておりま

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  

  税抜方式を採用しております。

 消費税等の会計処理 

        同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

────────────── 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれんの償却については、20年間の

定額法により償却を行っております。

   ────────────── 

７ 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。

   ────────────── 
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（会計方針の変更）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

   ─────────────────── （資産除去債務に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

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ありません。

（表示方法の変更）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(連結損益計算書)  

 前連結会計年度において営業外費用に区分掲記してお

りました「支払手数料」（当連結会計年度2,500千円）

は営業外費用の合計額の100分の10以下であるため、当

連結会計年度において営業外費用の「その他」に含めて

表示しております。

(連結損益計算書)  

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主

損益調整前当期純利益」の科目を表示しております。
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

※１ 個別引当の貸倒引当金(流動資産133,015千円、投

資その他の資産75,581千円)が対象債権より直接

控除されております。

※１ 個別引当の貸倒引当金(流動資産7,355千円、投資

その他の資産192,093千円)が対象債権より直接控

除されております。

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

  投資有価証券（株式）      17,501千円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

  投資有価証券（株式）      10,455千円

※３ 受取手形裏書譲渡高       153,885千円 

手形債権流動化による譲渡高  2,738,510千円

※３ 受取手形裏書譲渡高       140,923千円 

手形債権流動化による譲渡高  2,541,834千円

※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。 

  未収入金           567,176千円

※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。 

  未収入金            590,356千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

     ─────────────────── 

  

 

 

※１ 災害による損失 

 東日本大震災による損失額であり、内訳は次の

とおりであります。 

  たな卸資産廃棄損       19,783千円 

  その他               1,119千円 

  合計                20,902千円

(連結包括利益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

   ───────────────────

  

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括

利益

親会社株主に係る包括利益 112,041千円

少数株主に係る包括利益 △966千円

計 111,074千円

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるそ

の他の包括利益

その他有価証券評価差額金 27,223千円

持分法適用会社に対する持分相当額 3,412千円

計 30,636千円
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
  

 
（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。 

  

該当事項はありません。 

  

（1）配当金支払額 

    該当事項はありません。 

（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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,353,443 ─ ─ 7,353,443

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 710,650 211 ─ 710,861

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

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22年５月13日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 33,212 5.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 
  

 
（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。 

  

該当事項はありません。 

  

（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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,353,443 ─ ─ 7,353,443

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 710,861 1,100 ― 711,961

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

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22年５月13日 
取締役会

普通株式 33,212 5.00 平成22年３月31日 平成22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23年５月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 33,207 5.00 平成23年３月31日 平成23年６月30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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※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

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,011,708千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

206,000千円

現金及び現金同等物 805,708千円
  

※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

(平成23年３月31日現在)

現金及び預金勘定 554,149千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

― 千円

現金及び現金同等物 554,149千円
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,997,037千円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金(現金及び投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

  

前連結会計年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項は 

ありません。 

  

前連結会計年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

洋紙卸売業
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 21,679,268 57,805 21,737,074 ─ 21,737,074

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ 87,600 87,600 (87,600) ─

計 21,679,268 145,405 21,824,674 (87,600) 21,737,074

営業費用 21,608,399 96,485 21,704,885 87,600 21,617,285

営業利益 70,868 48,919 119,788 ─ 119,788

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 6,819,214 2,188,137 9,007,352 2,997,037 12,004,389

減価償却費 71,327 55,865 127,193 ─ 127,193

資本的支出 4,415 ─ 4,415 ─ 4,415

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)
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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」、「その他の事業」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。「その他の事業」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 

 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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△369,091千円は、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2,472,769千円は、本社管理部門に対する債権の相殺消去△796,476千円、各報告 

       セグメントに配分していない全社費用3,269,245千円が含まれております。全社費用は、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155千円は、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。 

（追加情報） 

当連結会計年度から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年3月21日）を適用しております。 

(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 19,005,318 56,827 96,936 19,159,082 ― 19,159,082

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

277 78,000 211,840 290,117 △290,117 ―

計 19,005,596 134,828 308,776 19,449,199 △290,117 19,159,082

セグメント利益又は損
失(△）

428,936 42,589 △9,221 462,304 △369,091 93,214

セグメント資産 5,337,278 2,341,957 239,826 7,919,062 2,472,769 10,391,831

その他の項目

  減価償却費 36,018 58,513 3,770 98,301 9,891 108,192

  のれんの償却額 ― ― ― ― 39,857 39,857

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増 
 加額

3,142 10,278 ― 13,420 155 13,575
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり当期純利益金額 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 
１株当たり純資産額 434円31銭

 
１株当たり純資産額 424円44銭

 
１株当たり当期純利益 12円25銭

 
１株当たり当期純利益 7円41銭

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。  

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。    

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益(千円) 81,405 49,247

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) 81,405 49,247

普通株式の期中平均株式数(株) 6,642,743 6,642,327
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（河内屋紙株式会社及びはが紙販株式会社を吸収合併

することについて）  

 当社は、平成21年11月11日開催の取締役会において、

下記のとおり当社の100％子会社である河内屋紙株式会

社及びはが紙販株式会社を吸収合併することを決議し、

河内屋紙株式会社及びはが紙販株式会社と合併契約書を

締結いたしました。  

（1）合併の目的  

 当社は、平成20年4月1日に（旧）河内屋紙株式会社及

び（旧）はが紙販株式会社が、それぞれ会社分割により

販売部門を100％子会社化（河内屋紙株式会社及びはが

紙販株式会社）し、同時に分割会社同士が合併して持株

会社体制へ移行、それまでの旧両社の販売体制を維持し

つつ経営基盤の整備・強化を図ってまいりました。  

 昨今の激変する経営環境の中、当社は、更なる販売体

制強化と、グループ全体の経営資源の集中化を図り、効

率的・機動的な経営体制を確保することを目的とし、平

成22年4月1日を効力発生日として、100％子会社である

河内屋紙株式会社及びはが紙販株式会社を吸収合併いた

しました。  

（2）合併の要旨  

 ①合併の日程  

  合併決議取締役会  平成21年11月11日（当社、  

  河内屋紙株式会社及びはが紙販株式会社）  

  合併契約締結      平成21年11月11日  

  合併期日（効力発生日） 平成22年4月1日  

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第3項  

   に定める簡易合併であり、また、河内屋紙株式  

   会社及びはが紙販株式会社においては同法784条  

   第1項に定める略式合併であることから、いずれ  

   も合併承認株主総会を開催いたしません。  

 ②合併方式  

   当社を存続会社、河内屋紙株式会社及びはが紙  

  販株式会社を消滅会社とする吸収合併でありま  

  す。本合併による新株発行及び資本金の増加はあ  

  りません。  

 ③消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関  

  する取り扱い  

   該当事項はありません。  

（3）合併会社の概要  

 ①商号  

  株式会社共同紙販ホールディングス（存続会社）  

 ②事業内容  

  洋紙卸売業  

 ③設立年月日  

  昭和27年３月28日   

   ───────────────────
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

④本店所在地  

  東京都中央区晴海三丁目12番１号  

 ⑤代表者の役職氏名  

  代表取締役社長 郡司 勝美  

 ⑥資本金の額  

  2,381百万円（平成22年３月31日付）  

 ⑦発行済株式数  

  7,353,443株（平成22年３月31日付）  

 ⑧純資産  

  2,883百万円（平成22年３月31日付）  

 ⑨総資産  

  12,394百万円（平成22年３月31日付）  

 ⑩事業年度の末日  

  ３月31日  

 ⑪大株主及び持株比率（平成22年３月31日付）  

  日本製紙株式会社        17.20％  

  日本紙通商株式会社      10.65％  

  日本紙パルプ商事株式会社    9.73％  

  株式会社共同紙販ホールディングス（自己株式）  

                  9.67％  

  国際紙パルプ商事株式会社    6.00％  

  

 ①商号  

  河内屋紙株式会社（消滅会社）  

 ②事業内容  

  洋紙卸売業  

 ③設立年月日  

  昭和20年４月１日  

 ④本店所在地  

  東京都中央区晴海三丁目12番１号  

 ⑤代表者の役職氏名  

  代表取締役社長 郡司 勝美  

 ⑥資本金の額  

  10百万円（平成22年３月31日付）  

 ⑦発行済株式数  

  200株（平成22年３月31日付）  

 ⑧純資産  

  30百万円（平成22年３月31日付）  

 ⑨総資産  

  1,051百万円（平成22年３月31日付）  

 ⑩事業年度の末日  

  ３月31日  

 ⑪大株主及び持株比率（平成22年３月31日付）  

  株式会社共同紙販ホールディングス  100.00％ 

  ───────────────────
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

①商号  

  はが紙販株式会社（消滅会社）  

 ②事業内容  

  洋紙卸売業  

 ③設立年月日  

  昭和20年４月１日  

 ④本店所在地  

  東京都中央区晴海三丁目12番１号  

 ⑤代表者の役職氏名  

  代表取締役社長 伊藤 政博  

 ⑥資本金の額  

  10百万円（平成22年３月31日付）  

 ⑦発行済株式数  

  200株（平成22年３月31日付）  

 ⑧純資産  

  11百万円（平成22年３月31日付）  

 ⑨総資産  

  3,047百万円（平成22年３月31日付）  

 ⑩事業年度の末日  

  ３月31日  

 ⑪大株主及び持株比率（平成22年３月31日付）  

 株式会社共同紙販ホールディングス   100.00％   

(4）合併後の状況  

 ①商号  

  株式会社共同紙販ホールディングス    

 ②事業内容  

  洋紙卸売業  

 ③本店所在地  

  東京都中央区晴海三丁目12番１号  

 ④代表者の役職氏名  

  代表取締役社長 郡司 勝美  

 ⑤資本金の額  

  2,381百万円  

 ⑥事業年度の末日  

  ３月31日  

（5）会計処理の概要  

 本合併は「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議

会 終改正平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号 終改正平成20年12月26日）に

基づき処理する予定であります。   

   ───────────────────
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 862,261 444,634

受取手形 1,418,447 980,847

売掛金 3,965,189 3,169,617

商品及び製品 622,780 584,942

前払費用 44,700 47,445

未収入金 657,799 664,509

その他 10,880 19,465

貸倒引当金 － △14,884

流動資産合計 7,582,060 5,896,578

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,560,877 2,552,751

減価償却累計額 △1,183,165 △1,238,134

建物（純額） 1,377,711 1,314,617

構築物 37,524 37,524

減価償却累計額 △30,635 △31,966

構築物（純額） 6,889 5,557

機械及び装置 219,730 219,846

減価償却累計額 △193,910 △199,293

機械及び装置（純額） 25,819 20,553

車両運搬具 24,866 26,296

減価償却累計額 △21,650 △24,057

車両運搬具（純額） 3,215 2,238

工具、器具及び備品 134,027 134,332

減価償却累計額 △103,092 △112,726

工具、器具及び備品（純額） 30,934 21,606

土地 1,417,953 1,417,953

有形固定資産合計 2,862,525 2,782,527

無形固定資産   

のれん 717,427 677,570

ソフトウエア 58,445 37,692

無形固定資産合計 775,872 715,263

投資その他の資産   

投資有価証券 535,630 501,297

関係会社株式 266,212 233,787

出資金 2,300 2,290

関係会社長期貸付金 216,551 213,551

その他 152,958 142,203

投資その他の資産合計 1,173,652 1,093,129

固定資産合計 4,812,050 4,590,920

資産合計 12,394,110 10,487,498
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 244,918 188,354

買掛金 6,177,829 5,258,301

短期借入金 1,357,058 830,000

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

未払金 253,774 21,512

未払費用 190,730 97,444

未払法人税等 4,757 4,041

前受金 5,727 4,359

預り金 18,780 28,324

賞与引当金 22,206 47,461

その他 52,408 37,944

流動負債合計 8,388,190 7,077,742

固定負債   

社債 500,000 －

長期借入金 210,000 150,000

退職給付引当金 395,464 393,236

長期預り保証金 16,600 24,600

固定負債合計 1,122,064 567,836

負債合計 9,510,254 7,645,579

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 2,581 5,903

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 70,926 106,321

利益剰余金合計 73,508 112,224

自己株式 △258,115 △258,353

株主資本合計 2,973,006 3,011,484

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △89,149 △169,564

評価・換算差額等合計 △89,149 △169,564

純資産合計 2,883,856 2,841,919

負債純資産合計 12,394,110 10,487,498
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 21,741,943 19,140,424

売上原価   

商品期首たな卸高 891,400 622,780

当期商品仕入高 18,759,470 16,609,827

合計 19,650,871 17,232,608

他勘定振替高 7,594 9,536

商品期末たな卸高 622,780 604,725

売上原価合計 19,020,496 16,618,345

売上総利益 2,721,447 2,522,078

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 463,178 446,605

外注費 107,249 98,368

役員報酬及び給料手当 307,446 962,595

賞与引当金繰入額 22,206 47,461

退職給付費用 28,368 101,701

福利厚生費 35,065 124,712

賃借料 61,137 139,357

減価償却費 57,773 45,909

支払手数料 1,304,232 8,082

その他 297,294 435,834

販売費及び一般管理費合計 2,683,952 2,410,628

営業利益 37,494 111,449

営業外収益   

受取利息 8,146 6,191

受取配当金 16,404 16,585

設備賃貸料 11,568 8,791

受取手数料 61,930 －

保証債務取崩益 － 23,845

その他 9,025 7,949

営業外収益合計 107,075 63,362

営業外費用   

支払利息 19,268 15,315

社債利息 10,300 7,400

手形売却損 51,317 14,841

その他 6,663 15,215

営業外費用合計 87,549 52,772

経常利益 57,021 122,039
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 2,499 －

貸倒引当金戻入額 16,970 16,259

抱合せ株式消滅差益 － 31,396

その他 1,952 －

特別利益合計 21,423 47,655

特別損失   

合併関連費用 2,304 －

関係会社株式評価損 － 22,087

特別退職金 － 17,824

本社移転費用 － 28,613

災害による損失 － 20,902

その他 127 －

特別損失合計 2,432 89,428

税引前当期純利益 76,012 80,266

法人税、住民税及び事業税 4,757 9,062

過年度法人税等 329 △724

法人税等合計 5,086 8,337

当期純利益 70,926 71,929
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 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   

前期末残高 928,340 776,560

当期変動額   

欠損填補 △151,779 －

当期変動額合計 △151,779 －

当期末残高 776,560 776,560

資本剰余金合計   

前期末残高 928,340 776,560

当期変動額   

欠損填補 △151,779 －

当期変動額合計 △151,779 －

当期末残高 776,560 776,560

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,581 2,581

当期変動額   

利益準備金の積立 － 3,321

当期変動額合計 － 3,321

当期末残高 2,581 5,903

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △151,779 70,926

当期変動額   

剰余金の配当 － △33,212

当期純利益 70,926 71,929

欠損填補 151,779 －

利益準備金の積立 － △3,321

当期変動額合計 222,705 35,394

当期末残高 70,926 106,321

利益剰余金合計   

前期末残高 △149,197 73,508

当期変動額   

剰余金の配当 － △33,212

当期純利益 70,926 71,929

欠損填補 151,779 －

利益準備金の積立 － －

当期変動額合計 222,705 38,716

当期末残高 73,508 112,224
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △258,061 △258,115

当期変動額   

自己株式の取得 △53 △238

当期変動額合計 △53 △238

当期末残高 △258,115 △258,353

株主資本合計   

前期末残高 2,902,133 2,973,006

当期変動額   

剰余金の配当 － △33,212

欠損填補 － －

利益準備金の積立 － －

当期純利益 70,926 71,929

自己株式の取得 △53 △238

当期変動額合計 70,872 38,478

当期末残高 2,973,006 3,011,484

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △116,373 △89,149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,223 △80,414

当期変動額合計 27,223 △80,414

当期末残高 △89,149 △169,564

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △116,373 △89,149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,223 △80,414

当期変動額合計 27,223 △80,414

当期末残高 △89,149 △169,564

純資産合計   

前期末残高 2,785,759 2,883,856

当期変動額   

剰余金の配当 － △33,212

当期純利益 70,926 71,929

自己株式の取得 △53 △238

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,223 △80,414

当期変動額合計 98,096 △41,936

当期末残高 2,883,856 2,841,919

㈱共同紙販ホールディングス（9849）平成23年3月期　決算短信

- 33 -



  該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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（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。 

  

６．その他

（１）品目別売上高

（数量、金額は単位未満切捨て）

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21年4月 1日 自 平成22年4月 1日

至 平成22年3月31日 至 平成23年3月31日

構成比
（％）

構成比
（％）

印刷用紙

数量 
（トン）

90,605 68.1 76,853 65.4 △13,752 84.8

金額 
（千円）

13,351,840 61.4 11,271,846 58.8 △2,079,994 84.4

情報用紙

数量 
（トン）

42,358 31.9 40,620 34.6 △1,738 95.9

金額 
（千円）

8,238,289 37.9 7,733,749 40.4 △504,540 93.9

その他
金額 

（千円）
146,945 0.7 153,487 0.8 6,542 104.5

合計

数量 
（トン）

132,963 100.0 117,473 100.0 △15,490 88.3

金額 
（千円）

21,737,074 100.0 19,159,082 100.0 △2,577,992 88.1
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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（平成23年6月29日付予定） 

  1.新任取締役候補 

 
  

   2.退任予定取締役 

 

  ③監査役の異動（平成23年6月29日付予定） 

 
  

        2.退任予定監査役 

 

  ④その他の執行役員の異動（平成23年6月29日付予定） 

（２）役員の異動

氏 名 新役職名 現役職名

鈴木 耕一郎
  取締役
  執行役員 大阪支店長 

 執行役員 福岡支店長 

氏 名 現役職名

伊藤 政博 取締役会長

  1.新任監査役候補

氏 名 新役職名 現役職名

坂本 浩紀 常勤監査役  執行役員 内部統制室長 

氏 名 現役職名

尾ヶ井 信夫 常勤監査役

氏 名 新役職名 現役職名

小齊平 均
  執行役員 鹿児島支店長
  兼 福岡支店長 

 執行役員 鹿児島支店長 

城山 義男   全店営業統括付  執行役員 大阪支店長 
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