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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 28,804 ― 599 ― 326 ― 229 ―

20年3月期第1四半期 27,566 0.2 465 ― 457 ― 235 601.2

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

21年3月期第1四半期 1.97 ―

20年3月期第1四半期 2.02 ―

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

21年3月期第1四半期 146,823 51,437 35.0 441.05
20年3月期 147,058 51,141 34.7 438.50

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  51,392百万円 20年3月期  51,096百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 60,000 ― 1,000 ― 600 ― 200 ― 1.72
通期 124,000 9.4 4,200 24.6 3,500 24.1 1,500 19.6 12.87

4.  その他 
(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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  ・ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  ・ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等
により、上記予想数値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  116,654,883株 20年3月期  116,654,883株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  130,574株 20年3月期  128,825株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  116,525,385株 20年3月期第1四半期  116,546,486株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、回復基調にあった個人消費は原油高騰の影響を受け物価が上昇したこと等に

より減退傾向にあります。また企業収益も原油高騰の影響による先行き下振れリスクが強まっており、全般的に弱含みに

推移しました。紙・板紙の需要は堅調に推移しておりますが、木材チップや古紙、更に重油等の諸原燃料価格が高騰の

一途にあり、非常に厳しい状況での経営を余儀なくされました。 

このような状況下で当社グループは、更なる効率経営を目指し、徹底したコスト削減、グループ一丸となった効率化、

省力化などに取り組んでおりますが、原燃料価格の高騰は自助努力のレベルを超えており、製品価格修正の取り組みも

進めております。 

 

この結果、当第 1 四半期の連結売上高は、価格修正により 1,237 百万円（前年同期比 4.5％）増加し、28,804 百万円

となりました。また、連結営業利益は前年同期比133百万円（28.8％）増の599百万円、連結経常利益は前年同期比131

百万円（△28.8％）減の 326 百万円となり、連結四半期純利益は前年同期比 5 百万円（△2.3％）減の 229 百万円となり

ました。 

なお、当社グループの主力工場でボイラーの定期検査に伴う大型停止を例年通り４月末から６月初旬にかけて実施し

ておりますので、利益水準は低くなっておりますが、当第１四半期業績としては概ね計画通りであります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

棚卸資産が465 百万円増加したことなどにより、流動資産は前連結会計年度末に比べて1.1％増加し、45,533 百万円

となり、有形固定資産が 769 百万円減少したことなどにより、固定資産は 0.7％減少し、101,290 百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 0.2％減少し、146,823 百万円となりました。 

（負債） 

短期借入金が 3,145 百万円増加し、支払手形及び買掛金が 369 百万円、賞与引当金が 340 百万円減少したことなど

により流動負債は、前連結会計年度末に比べて 1.9％増加し、74,816 百万円となり、また、長期借入金が 1,427 百万円

減少したことなどにより固定負債は、8.6％減少し、20,569 百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 0.6％減少し、95,386 百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 0.6％増加し、51,437 百万円となりました。これは主としてその他評価差

額金が 252 百万円増加したことなどによります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 20 年５月９日発表の通期の業績予想から見直しは行っておりません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分す

る方法によっております。 

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

 



中越パルプ工業㈱(3877) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

－3－ 

 

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

たな卸資産については、原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、原価法（収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。これに伴い営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益がそれぞれ31百万円減少しております。 

④ 「リース取引に関する会計基準」等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、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の減価償却の方法については、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。これに伴い営業利益、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ありません。 

 

（追加情報） 

    減価償却資産の耐用年数の変更 

減価償却資産の耐用年数等に関する平成 20 年度の法人税法改正を契機として、当第１四半期連結会計期間

から改正後の耐用年数を使用しております。 

この変更により、従来の方法によった場合と比べて、減価償却費は 140 百万円増加し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ同額減少しております。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1)四半期連結貸借対照表 
（単位：百万円）       

 
 

当第１四半期連結会計期間末
(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成 20 年３月 31 日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 １，６７０ １，４２２ 

受取手形及び売掛金 ２６，３５１ ２６，７７３ 

有価証券 ４１ ３６ 

製品及び商品 ７，５７３ ７，５２０ 

原材料 ３，７４７ ３，５９０ 

仕掛品 ８０８ ７３３ 

貯蔵品 １，７１０ １，５２９ 

その他 ３，６３０ ３，４５３ 

流動資産合計 ４５，５３３ ４５，０５９ 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ２１，０４６ ２１，３０８ 

機械装置及び運搬具 ５８，３７７ ６０，４４６ 

その他 １１，４２０ ９，８５８ 

有形固定資産合計 ９０，８４４ ９１，６１３ 

無形固定資産 ２８２ ２７３ 

投資その他の資産   

投資有価証券 ７，２０１ ６，８２９ 

その他 ２，９６１ ３，２８１ 

投資その他の資産合計 １０，１６３ １０，１１１ 

固定資産合計 １０１，２９０ １０１，９９８ 

資産合計 １４６，８２３ １４７，０５８ 
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当第１四半期連結会計期間末
(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成 20 年３月 31 日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 １６，５１５ １６，８８４ 

短期借入金 ４８，９２８ ４５，７８２ 

1 年以内償還社債 ２，０００ ２，０００ 

未払法人税等 ９２ １８７ 

賞与引当金 ３６３ ７０４ 

その他 ６，９１６ ７，８５８ 

流動負債合計 ７４，８１６ ７３，４１７ 

固定負債   

社債 ４，０００ ４，０００ 

長期借入金 １０，４９６ １１，９２４ 

退職給付引当金 ４，２８９ ５，９７５ 

その他 １，７８３ ６００ 

固定負債合計 ２０，５６９ ２２，５００ 

負債合計 ９５，３８６ ９５，９１７ 

純資産の部   

株主資本   

資本金 １７，２５９ １７，２５９ 

資本剰余金 １４，６５４ １４，６５４ 

利益剰余金 １８，４６０ １８，５７９ 

自己株式 △３３ △３２ 

株主資本合計 ５０，３４１ ５０，４６０ 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 １，０４８ ７９５ 

繰延ヘッジ損益 ２ △１６０ 

評価・換算差額等合計 １，０５０ ６３５ 

少数株主持分 ４５ ４４ 

純資産合計 ５１，４３７ ５１，１４１ 

負債純資産合計 １４６，８２３ １４７，０５８ 
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(２)四半期連結損益計算書 
（単位：百万円）                

 
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月 １ 日 
 至 平成 20 年６月 30 日)    

売上高 ２８，８０４ 

売上原価 ２３，３３９ 

売上総利益 ５，４６４ 

販売費及び一般管理費 ４，８６５ 

営業利益 ５９９ 

営業外収益  

受取利息 ３ 

受取配当金 ９４ 

その他 ９７ 

営業外収益合計 １９６ 

営業外費用  

支払利息 ２１０ 

支払補償金 ２２０ 

その他 ３９ 

営業外費用合計 ４７０ 

経常利益 ３２６ 

特別利益  

退職給付引当金戻入額 １２０ 

その他 ３ 

特別利益合計 １２３ 

特別損失  

固定資産除却損 １ 

特別退職金 １６ 

その他 ０ 

特別損失合計 １８ 

税金等調整前四半期純利益 ４３０ 

法人税、住民税及び事業税 ７１ 

法人税等調整額 １２５ 

法人税等合計 １９６ 

少数株主利益 ４ 

四半期純利益 ２２９ 
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(３)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）                

 
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成 20 年４月 １ 日 

 至 平成 20 年６月 30 日)    

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 ４３０ 

減価償却費 ２，４５３ 

貸倒引当金の増減額(減少：△) △０ 

退職給付引当金の増減額(減少：△) △１，６８５ 

受取利息及び受取配当金 △９８ 

支払利息 ２１０ 

固定資産除却損 １ 

売上債権の増減額(増加：△) ４２２ 

たな卸資産の増減額(増加：△) △４６５ 

その他資産の増減額(増加：△) △７８１ 

仕入債務の増減額(減少：△) △３４９ 

賞与引当金の増減額(減少：△) △３４０ 

その他負債の増減額(減少：△) １，７９５ 

未払消費税等の増減額(減少：△) △４７ 

その他 △２８ 

小計 １，５１５ 

利息及び配当金の受取額 ９８ 

利息の支払額 △２１０ 

法人税等の支払額 △１３５ 

営業活動によるキャッシュ・フロー １，２６８ 

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 △２，９５０ 

有形固定資産の売却による収入 ６ 

投資有価証券の取得による支出 △３ 

貸付金の純増減額(増加：△) ４８２ 

その他 ８０ 

投資活動によるキャッシュ・フロー △２，３８３ 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額(減少：△) ３，７３６ 

長期借入れによる収入 ２９０ 

長期借入金の返済による支出 △２，３０８ 

自己株式の取得による支出 △０ 

配当金の支払額 △３４９ 

少数株主への配当金の支払額 △３ 

財務活動によるキャッシュ・フロー １，３６３ 

現金及び現金同等物の増減額(減少：△) ２４８ 

現金及び現金同等物の期首残高 １，３９２ 

現金及び現金同等物の期末残高 １，６４０ 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四

半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(４)継続企業の前提に関する注記 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年４月１日  至 平成 20 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

(５)セグメント情報 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日  至 平成 20 年６月 30 日） 

 

紙・パルプ及び 

紙製品製造事業 

(百万円) 

その他の事業 

(百万円) 
計 (百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高   

 
 (1) 外部顧客に対する 

売上高 
２７，６３４ １，１６９ ２８，８０４ ― ２８，８０４

 

(2) セ グ メ ン ト 間 の 

内部売上高又は 

振替高 

２５ ４，５６１ ４，５８７ （４，５８７） -―

     計 ２７，６６０ ５，７３１ ３３，３９１ （４，５８７） ２８，８０４

 営業利益 ５０６ ７３ ５８０ １９ ５９９

 

（注）１．事業の区分は､製品の製造方法の類似性を考慮して区分しております｡ 
   ２．各区分の主な製品 
    （１）紙・パルプ及び紙製品製造事業 … … … 紙・パルプ・紙加工品他 
    （２）その他の事業 … … … 不動産賃貸・運送・建設施工・工業薬品・紙断裁他 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日  至 平成 20 年６月 30 日)において、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。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日  至 平成 20 年６月 30 日)において、海外売上高は、連結売上

高の 10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

(６)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年４月１日  至 平成 20 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 

(１) （要約） 前四半期連結損益計算書及び前連結会計年度損益計算書 
（単位：百万円）     

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成 19 年４月 １ 日 
至 平成 19 年６月 30 日) 

前連結会計年度 
(自 平成 19 年４月 １ 日 
至 平成 20 年３月 31 日)  

売上高 ２７，５６６ １１３，３２５ 

売上原価 ２２，１８８ ９０，６２８ 

売上総利益 ５，３７７ ２２，６９７ 

販売費及び一般管理費 ４，９１１ １９，３２６ 

営業利益 ４６５ ３，３７１ 

営業外収益   

受取利息 １ ８ 

受取配当金 ９０ １３５ 

受取手数料 １ ４ 

設備賃貸料 ８ ３０ 

その他 １１９ ４３２ 

営業外収益合計 ２２０ ６１１ 

営業外費用   

支払利息 ２０５ ８４３ 

その他 ２３ ３１７ 

営業外費用合計 ２２８ １，１６１ 

経常利益 ４５７ ２，８２１ 

特別利益   

固定資産売却益 １８ １８ 

投資有価証券売却益 ― ４ 

貸倒引当金戻入額 １７ ８３ 

事業整理損失引当金戻入額 ― ２３１ 

特別利益合計 ３５ ３３７ 

特別損失   

固定資産売却損 ３ ３ 

固定資産除却損 ５ ５０１ 

投資有価証券売却損 ― ０ 

投資有価証券評価損  ― １５５ 

貸倒引当金繰入額  ― ２ 

特別退職金 ４０ ２５４ 

災害損失 ― ８２ 

環境安全対策引当金繰入額 ― １９ 

その他 ― ２４ 

特別損失合計 ４８ １，０４３ 

税金等調整前四半期純利益 ４４４ ２，１１５ 

法人税、住民税及び事業税 １１４ ３００ 

法人税等調整額 ８６ ５１９ 

法人税等合計 ２０１ ８１９ 

少数株主利益 ７ ４０ 

四半期純利益 ２３５ １，２５４ 
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６．その他の情報 

 

(１)販売実績 

当社グループの当第１四半期連結会計期間の連結販売状況は、９ページ ５．四半期連結財務諸表 (５)セグメ

ント情報に記載のとおりでありますが、当社の販売実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 

 

（注） 百万円未満及び t 未満は切捨てて表示しております。 

 

 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年４月 1 日 

  至 平成 20 年６月 30 日） 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成 19 年４月 1 日 

  至 平成 19 年６月 30 日） 区 分 

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 

 

一 般 洋 紙

（ｔ） 

１７２，２９１ 

（円/ｋｇ）

１０７．２１

（百万円）

１８，４７１

（ｔ）

１７５，８７３

（円/ｋｇ）

９８．７４ 

（百万円）

１７，３６５

包 装 用 紙 ２３，９３３ １０３．８８ ２，４８６ ２４，７６６ ９１．９６ ２，２７７

特 殊 紙 ･ 板 紙

及 び 加 工 品 等
２８，３２４ １３１．２６ ３，７１７ ２８，１５３ １２１．９８ ３，４３４

小  計 ２２４，５４９ １０９．８９ ２４，６７５ ２２８，７９４ １００．８７ ２３，０７７

パ ル プ １，７８５ ６４．５２ １１５ １，６３６ ６０．３８ ９８

合  計 ２２６，３３４ １０９．５３ ２４，７９０ ２３０，４３０ １００．５８ ２３，１７６


