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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第98期

第２四半期
連結累計期間

第99期
第２四半期
連結累計期間

第98期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 48,246 49,519 99,721

経常利益 (百万円) 1,603 1,418 2,943

四半期(当期)純利益 (百万円) 613 1,290 531

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 845 1,411 732

純資産額 (百万円) 50,509 50,973 49,870

総資産額 (百万円) 128,951 130,362 132,997

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 5.26 11.07 4.56

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 39.2 39.1 37.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,595 5,202 9,727

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,850 △3,910 △9,844

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △321 △3,180 △231

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 8,122 8,560 10,410
 

　

回次
第98期

第２四半期
連結会計期間

第99期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 5.15 9.79
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(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 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

の重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

（固定資産譲渡について）

当社は、平成26年７月25日開催の取締役会において、以下の通り固定資産の譲渡を決議いたしました。

　

１．譲渡の理由

　当社大阪営業支社用地が阪神高速道路西船場ジャンクション改築事業の新築高速道路部分にかかるため、阪

　神高速道路株式会社に下記土地を譲渡することを決定いたしました。

　

２．譲渡資産の内容

資産の内容および所在地 帳簿価額 譲渡見込価額 譲渡益 現況 譲渡先

大阪府大阪市西区京町堀一丁目
土地322.02㎡

234 百万円 765 百万円 490 百万円
大阪営業
支社

阪神高速
道路㈱

 

（注） １．帳簿価額は平成26年３月31日現在のものです。

　    ２．譲渡見込価額には移転補償金等を含みます。

　

３．譲渡先の名称

　阪神高速道路株式会社

　

４．特別利益に関する事項

　平成27年３月期（平成26年４月１日～平成27年３月31日）の連結財務諸表および個別財務諸表におきまして

　固定資産売却益490百万円（概算値）を計上する予定であります。なお、固定資産売却益は譲渡見込価額から、

 ら、帳簿価額、建物取壊費用・移転費用・登記費用等の経費を控除しております。

　

５．譲渡の日程

平成26年７月25日 取締役会決議

平成26年９月および平成27年３月（予定） 譲渡契約締結

平成27年３月末日（予定） 土地引渡し
 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1)経営成績の分析　

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融政策により、企業業績の回復や雇用状況

の改善が見られるなど、景気の緩やかな回復基調が続いているものの、消費増税に伴う駆け込み需要の反動の長期化

懸念もあり、依然として先行き不安定な状況となっております。

紙パルプ業界におきましても、消費増税後の需要の反動減の影響や円安等による原料価格の更なる上昇もあり、取

り巻く経営環境は依然不透明な状況であります。

このような状況の下、当社グループでは中長期成長戦略プラン「ネクストステージ５０」を策定し、生産品種の構

造転換、包装用紙・製袋事業の強化、発電事業への参入、コスト削減の取組み、パルプ高度利用化計画等を推進して

まいりました。
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また、「第２　事業の状況　２　経営上の重要な契約等（固定資産譲渡について）」にあるとおり、当社大阪営業

支社用地（以下、当該用地）の売却決定をしており、それに伴い、当第２四半期連結累計期間において、当該用地に

関する将来減算一時差異について、スケジューリング可能な将来減算一時差異として認識したことにより、法人税等

調整額509百万円を計上したことで、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益が増加いたしました。

 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。

 

　　　　連結売上高　　　　　49,519百万円　（前年同四半期比　 2.6％増）

　　　　連結営業利益　　　　 1,407百万円　（前年同四半期比 10.5％減）

　　　　連結経常利益　　    1,418百万円　（前年同四半期比 11.6％減）　　　　

       連結四半期純利益　　 1,290百万円　（前年同四半期比 110.3％増）

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　紙・パルプ製造事業

　◎ 新聞用紙

　　 新聞用紙の販売は、消費増税に伴う発行部数の減少により、数量・金額とも前年同四半期を下回りました。

◎ 印刷用紙

　　 印刷情報用紙の販売につきましては、消費増税の反動減やチラシ・広告の減少などもあり、数量は下回りまし

　 た。金額は価格修正の効果もあり前年同四半期を上回りました。

◎ 包装用紙

　　 包装用紙の販売につきましては、数量・金額とも横ばいにて推移しました。

　◎ 特殊紙・板紙及び加工品等

　　 特殊紙の販売につきましては、封筒需要は低迷したものの、壁紙が堅調に推移したことから、数量・金額とも

　 横ばいにて推移しました。

 　 板紙・加工品等につきましては、拡販に努めたことにより、数量・金額ともに前年同四半期を上回りました。

　  これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。

　

　　　　連結売上高　　　　　42,521百万円　　（前年同四半期比　 1.9％増）

　　　　連結営業利益　　　　　 725百万円　　（前年同四半期比　19.8％減）

 

②　紙加工品製造事業

　  紙加工品製造事業は、国内需要が堅調に推移したことに加え、拡販に努めたことにより増収となりましたが、

 　原料価格上昇などの影響により減益となりました。

　  これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。

 

　　　　連結売上高　　　　　 6,527百万円　　（前年同四半期比 　 4.1％増）　　

　　　　連結営業利益　　　　 　 56百万円　　（前年同四半期比　 64.0％減）

 

③　発電事業

　　 川内工場唐浜メガソーラー発電所および二塚製造部の発電事業が順調に稼働し、売電量の増加により増収増益

  となりました。

　　 これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。

 

　　　　連結売上高　　　　　 　869百万円　　（前年同四半期比 　59.9％増）　　　　　

　　　　連結営業利益　　　　 　312百万円　　（前年同四半期比 160.9％増）　　
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④　その他

　　 運送事業、建設事業につきましては紙製品の売上増加にともなう取扱量の増加、公共工事など外部工事を積極

　 的に受注したことにより増収となりましたが、燃料、資材価格上昇などの影響により減益となりました。

　　 これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。

 

　　　　連結売上高　　　　　9,962百万円　　（前年同四半期比　 5.0％増）　　

　　　　連結営業利益　　　　 277百万円　　（前年同四半期比　15.8％減）

 

(2) 財政状態の分析

（総資産）

　現金及び預金が1,849百万円、受取手形及び売掛金が2,646百万円減少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4.4％減少し、49,401百万円となりました。また、有形固定資産が681百万円減少したことなどによ

り、固定資産は0.4％減少し、80,961百万円となりました。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.0％減少し、130,362百万円となりました。

（負債）

　１年内償還予定の社債が2,000百万円増加しましたが、短期借入金が2,904百万円、支払手形及び買掛金が751百万

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3.4％減少し、52,456百万円となりました。また、

１年内償還予定の社債への振替により社債が2,000百万円減少したことなどにより固定負債は6.6％減少し、26,932百

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4.5％減少し、79,389百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.2％増加し、50,973百万円となりました。これは利益剰余金が、四半

期純利益により1,290百万円増加したことと、剰余金の配当により233百万円減少したことなどによります。また自己

資本比率は、前連結会計年度末と比べて1.6ポイント増加し、39.1％となりました。

 

　(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は8,560百万円となり

ました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

 

（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5,202百万円（前第２四半期連結累計期間比1,606百万円の増加）となりました。

　これは主として、減価償却費4,289百万円によるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は3,910百万円（前第２四半期連結累計期間比1,939百万円の減少）となりました。

　これは主として、有形固定資産の取得による支出3,573百万円によるものです。

 

（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3,180百万円（前第２四半期連結累計期間比2,859百万円の増加）となりました。

　これは主として、短期借入金の返済3,550百万円による支出によるものです。

 

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は190百万円であります。　

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　

 

(5) 主要な設備

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 450,000,000

計 450,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 116,654,883 116,654,883
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株で
あります。

計 116,654,883 116,654,883 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年７月１日～
平成26年９月30日

― 116,654,883 ― 17,259 ― 14,370
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(6) 【大株主の状況】

平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合　(％)

王子ホールディングス株式会社 東京都中央区銀座四丁目７―５ 10,539 9.03

日本紙パルプ商事株式会社
東京都中央区勝どき三丁目12―１
フォアフロントタワー

7,106 6.09

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８―11 7,055 6.05

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り一丁目２―26 5,735 4.92

新生紙パルプ商事株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁目８ 5,648 4.84

国際紙パルプ商事株式会社 東京都中央区明石町６―24 5,341 4.58

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口4）

東京都中央区晴海一丁目８―11 4,047 3.47

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５―５ 4,013 3.44

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13―２ 4,013 3.44

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目９ 2,364 2.03

計 ― 55,863 47.89
 

(注) １．千株未満は、切り捨てて表示しております。

２．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口4）の所有株式は信託業務に係る株式であります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 108,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
    116,105,000

116,105 ―

単元未満株式
普通株式
        441,883

― ―

発行済株式総数 　  116,654,883 ― ―

総株主の議決権 ― 116,105 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
中越パルプ工業株式会社

東京都中央区銀座
　　　　二丁目10番６号

108,000 ― 108,000 0.09

計 ― 108,000 ― 108,000 0.09
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,410 8,560

  受取手形及び売掛金 26,097 23,451

  商品及び製品 6,740 8,098

  仕掛品 719 659

  原材料及び貯蔵品 5,035 4,938

  その他 2,702 3,710

  貸倒引当金 △17 △16

  流動資産合計 51,688 49,401

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 50,979 51,153

    減価償却累計額 △30,322 △30,858

    建物及び構築物（純額） 20,656 20,295

   機械装置及び運搬具 238,955 239,483

    減価償却累計額 △198,426 △200,516

    機械装置及び運搬具（純額） 40,529 38,967

   その他 15,079 16,305

    減価償却累計額 △2,625 △2,609

    その他（純額） 12,453 13,696

   有形固定資産合計 73,640 72,958

  無形固定資産   

   その他 279 354

   無形固定資産合計 279 354

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,468 5,579

   その他 2,096 2,217

   貸倒引当金 △174 △149

   投資その他の資産合計 7,390 7,648

  固定資産合計 81,309 80,961

 資産合計 132,997 130,362
 

 

EDINET提出書類

中越パルプ工業株式会社(E00649)

四半期報告書

10/22



 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 13,612 12,860

  短期借入金 30,943 28,039

  1年内償還予定の社債 2,000 4,000

  未払法人税等 343 429

  賞与引当金 526 535

  その他 6,856 6,592

  流動負債合計 54,282 52,456

 固定負債   

  社債 4,000 2,000

  長期借入金 18,792 18,777

  固定資産撤去費用引当金 989 951

  退職給付に係る負債 4,633 4,812

  その他 428 391

  固定負債合計 28,844 26,932

 負債合計 83,126 79,389

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 17,259 17,259

  資本剰余金 14,651 14,651

  利益剰余金 17,583 18,566

  自己株式 △23 △24

  株主資本合計 49,472 50,454

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 663 765

  繰延ヘッジ損益 26 34

  退職給付に係る調整累計額 △290 △280

  その他の包括利益累計額合計 398 519

 純資産合計 49,870 50,973

負債純資産合計 132,997 130,362
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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：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 48,246 49,519

売上原価 38,351 39,662

売上総利益 9,894 9,857

販売費及び一般管理費   

 販売手数料 3,446 3,285

 運搬費 2,843 3,023

 保管費 511 520

 その他 1,520 1,620

 販売費及び一般管理費合計 8,321 8,449

営業利益 1,572 1,407

営業外収益   

 受取利息 1 3

 受取配当金 73 79

 為替差益 80 77

 その他 142 75

 営業外収益合計 298 234

営業外費用   

 支払利息 211 176

 その他 56 47

 営業外費用合計 267 223

経常利益 1,603 1,418

特別利益   

 投資有価証券売却益 10 -

 固定資産売却益 38 22

 特別利益合計 49 22

特別損失   

 固定資産除却損 275 196

 特別退職金 356 28

 その他 69 2

 特別損失合計 701 226

税金等調整前四半期純利益 951 1,213

法人税、住民税及び事業税 105 425

法人税等調整額 232 △502

法人税等合計 337 △76

少数株主損益調整前四半期純利益 613 1,290

少数株主利益 0 -

四半期純利益 613 1,290
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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：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 613 1,290

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 241 101

 繰延ヘッジ損益 △9 8

 退職給付に係る調整額 - 10

 その他の包括利益合計 231 120

四半期包括利益 845 1,411

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 845 1,411

 少数株主に係る四半期包括利益 0 -
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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)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30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 951 1,213

 減価償却費 4,305 4,289

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △26

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △117 -

 受取利息及び受取配当金 △75 △82

 支払利息 211 176

 投資有価証券売却損益（△は益） △10 △0

 固定資産除却損 176 127

 売上債権の増減額（△は増加） 819 2,646

 たな卸資産の増減額（△は増加） 225 △1,199

 その他の資産の増減額（△は増加） △459 △225

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,689 △751

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 79

 賞与引当金の増減額（△は減少） △52 8

 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） - △37

 その他の負債の増減額（△は減少） △320 △519

 未払消費税等の増減額（△は減少） △111 93

 その他 △25 △70

 小計 3,828 5,722

 利息及び配当金の受取額 75 82

 利息の支払額 △216 △178

 法人税等の支払額 △91 △424

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,595 5,202

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 △5,544 △3,573

 有形固定資産の売却による収入 62 71

 投資有価証券の取得による支出 △43 △5

 投資有価証券の売却による収入 25 46

 短期貸付金の純増減額（△は増加） △308 △246

 長期貸付けによる支出 - △111

 長期貸付金の回収による収入 - 3

 その他 △42 △96

 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,850 △3,910
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

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（△は減少） - △3,550

 長期借入れによる収入 3,200 3,200

 長期借入金の返済による支出 △3,380 △2,569

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 配当金の支払額 △116 △232

 少数株主への配当金の支払額 △0 -

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △23 △27

 財務活動によるキャッシュ・フロー △321 △3,180

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,575 △1,849

現金及び現金同等物の期首残高 10,698 10,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  8,122 ※  8,560
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【注記事項】

 

(会計方針の変更)

　（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下、退職給付会計基準）及び「退職

給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下、退職給付適用指針）

を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計

期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法については期間

定額基準を適用し、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に

近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加

重平均割引率を使用する方法に変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が115百万円増加し、利益剰余金が74百万円減

少しております。また、当第２四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への影響

は軽微であります。

 
 

(四半期連結貸借対照表関係)

　１．保証債務

　　連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

(単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

従業員(住宅融資) 43  40  
 

 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日)

現金及び預金 8,122  8,560  

現金及び現金同等物 8,122  8,560  
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 116 1.00 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月12日
取締役会

普通株式 233 2.00 平成25年９月30日 平成25年12月２日 利益剰余金
 

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 233 2.00 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年11月12日
取締役会

普通株式 291 2.50 平成26年９月30日 平成26年12月１日 利益剰余金
 

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計
紙・パルプ
製造事業

紙加工品
製造事業

発電事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 39,606 6,038 543 46,189 2,056 48,246

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

2,114 232 ― 2,347 7,434 9,781

計 41,721 6,271 543 48,536 9,491 58,028

セグメント利益 903 157 119 1,180 329 1,509
 

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送事業、設備設計施工・修理事業、

原材料事業、紙断裁選別包装事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益又は損失(△) 金額

報告セグメント計 1,180

「その他」の区分の利益 329

セグメント間取引消去 50

固定資産の調整額 12

その他の調整額 △0

四半期連結損益計算書の営業利益 1,572
 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。　

 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計
紙・パルプ
製造事業

紙加工品
製造事業

発電事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 40,157 6,295 869 47,322 2,196 49,519

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

2,363 232 ― 2,595 7,765 10,361

計 42,521 6,527 869 49,918 9,962 59,880

セグメント利益 725 56 312 1,094 277 1,371
 

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送事業、設備設計施工・修理事業、

原材料事業、紙断裁選別包装事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益又は損失(△) 金額

報告セグメント計 1,094

「その他」の区分の利益 277

セグメント間取引消去 53

棚卸資産の調整額 △19

その他の調整額 2

四半期連結損益計算書の営業利益 1,407
 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更し

　たことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

　　なお、当該変更が当第２四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりになります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 5円26銭 11円07銭

 (算定上の基礎)   

    四半期純利益金額(百万円) 613 1,290

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 613 1,290

   普通株式の期中平均株式数(千株) 116,559 116,549
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

 
 

２ 【その他】

(剰余金の配当)

　第99期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）中間配当については、平成26年11月12日開催の取締役会

において、平成26年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議い

たしました。

①　配当金の総額　                     　291百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　   　　2円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成26年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年11月14日

中越パルプ工業株式会社

取締役会  御中

 

仰 星 監 査 法 人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   神山　俊一   印

 

 

業務執行社員  公認会計士   新島　敏也   印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中越パルプ工業

株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日

から平成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中越パルプ工業株式会社及び連結子会社の平成26年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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