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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153期
第２四半期
連結累計期間

第154期
第２四半期
連結累計期間

第153期

会計期間
自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日

自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

売上高（百万円） 17,872 16,952     34,699

経常利益（百万円） 211 197     282

四半期（当期）純利益（百万円） 64 245     189

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
37 111 165

純資産額（百万円） 12,163 12,140     12,291

総資産額（百万円） 43,917 42,916     42,614

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
1.27 4.81     3.71

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（％） 25.5 26.1     26.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
    728     1,641     1,366

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
    △715     △457     △1,954

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
    △1,310     △228     △1,728

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
5,089 4,968     3,983

　

回次
第153期
第２四半期
連結会計期間

第154期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日

自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額(△)

（円）

△4.58 0.25

　（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、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

４　従来、営業外収益に計上しておりました「受取ロイヤリティー」は、第153期より「売上高」に含めて表示し

ております。また、この変更に伴い、第153期第２四半期連結累計期間の「受取ロイヤリティー」につきまし

ても、「売上高」に組替を行っております。
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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）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。　
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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、新たな事業等のリスクの発生、または、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。 　

　 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

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（当社、連結子会社及び持分法

適用関連会社）が判断したものであります。

 

（１）業績の状況　

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災からの復興需要を中心に国内需要は緩やかな回復を維

持する一方で、円高の定着に加え、欧州債務危機の長期化や中国やインドなどの新興国経済の減速で厳しさが増

す海外経済の影響を受けて輸出環境が悪化するなど、時が経つにつれ、景気の先行きへの不透明感が高まってき

ました。

　このような経済状況の下、フラットパネルディスプレイ（以下、ＦＰＤと略す。）業界の極端な不振でＦＰＤ関

連製品の受注が低迷した上に、期間後半にかけて半導体関連製品の受注が減少したことなどから、当第２四半期

連結累計期間における売上高は、前年同期に比べ920百万円の減収の16,952百万円（5.2％減）となりました。

　利益面につきましては、期首計画時点からＦＰＤ業界の不振を見込み柔軟な生産体制を敷くとともに、鋭意コス

ト削減に取り組む中で、特に第２四半期連結会計期間（７～９月）にはたな卸資産の適正化を図るため長期間の

生産調整を実施したことなどから、当第２四半期連結累計期間の営業利益197百万円と前年同期に比べ118百万円

減益（37.6％減）に、経常利益は197百万円と前年同期に比べ13百万円減益（6.4％減）にとどまりました。また、

四半期純利益は前年同期に比べ180百万円増益の245百万円（277.8％増）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　プラスチック材料加工事業

　ＦＰＤ関連製品はプラズマテレビ向けを中心に受注が低迷しました。半導体関連製品は半導体業界の調整局

面を迎え受注が軟調になりました。トナーの受注は比較的堅調に推移しました。この結果、売上高は10,242百万

円（対前年同期比9.0％減）となりました。

　プラスチック材料加工事業の利益面につきましては、受注減の影響を大きく受けた上に、中国のトナー増産投

資に掛かる諸費用が加わったことなどから、セグメント（営業）損失は77百万円となり、前年同期比で224百万

円の減益となりました。

②　製紙・塗工紙関連事業

　製紙・塗工紙関連事業は、塗工紙の減少が続く中で、機能紙分野の製品が大きく成長したことなどから、売上

高は6,673百万円（対前年同期比1.5％増）となりました。

　製紙・塗工紙関連事業の利益面につきましては、機能紙の成長に加え収益改善対策の効果が表れたことなど

から、セグメント（営業）利益は265百万円（対前年同期比110.7％増）となりました。

　

③　その他の事業

　売上高は36百万円（対前年同期比17.1％減）となり、セグメント（営業）損失は１百万円となりました。

EDINET提出書類

株式会社巴川製紙所(E00650)

四半期報告書

 4/19



（２）キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ985百万円増加し、4,968

百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、利息の支払額が159百万円あったも

のの、減価償却費1,021百万円の計上に加え、仕入債務が450百万円増加したことなどにより1,641百万円の増加と

なり、前年同期と比べ913百万円の増加となりました。

(投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出が350百万円あったことなどから、457百

万円の減少となり、前年同期と比べ257百万円の増加となりました。

(財務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・フローは、長期借入れによる収入が2,589百万円あったものの、長期借入金の返済

による支出が2,690百万円あったことなどから、228百万円の減少となり、前年同期と比べ1,082百万円の増加とな

りました。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変　　

更はありません。

（４）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、605百万円であります。

　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）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状

と見通しについて重要な変更はありません。

（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、42,916百万円で、前連結会計年度末に比べ302百万円の増加

となりました。流動資産は21,121百万円で、前連結会計年度末に比べ853百万円の増加となり、その主な要因は現

金及び預金が増加したことによるものです。固定資産は21,795百万円で、前連結会計年度末に比べ551百万円の減

少となり、その主な要因は償却による有形固定資産の減少によるものです。

　負債合計は、30,776百万円で、前連結会計年度末に比べ452百万円の増加となりました。流動負債は18,759百万円

で、前連結会計年度末に比べ740百万円の減少となり、その主な要因は１年内返済予定の長期借入金の減少による

ものです。固定負債は12,016百万円で、前連結会計年度末に比べ1,193百万円の増加となり、その主な要因は長期

借入金の増加によるものです。なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、18,422百万円と、

前連結会計年度末に比べ56百万円の増加となりました。

　また、純資産は、12,140百万円で、前連結会計年度末に比べ150百万円の減少となりました。　

（７）経営者の問題認識と今後の方針について

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更はあ

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 100,000,000

計 100,000,000

　

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24年９月30日）

　提出日現在発行数（株）
（平成24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 51,947,031 51,947,031
　　東京証券取引所

　　市場第一部

単元株式数

1,000株　

計 51,947,031 51,947,031 ― ―

　　（注）　　「提出日現在発行数」欄には、平成24年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使に

　　　　　　　より発行された株式数は含まれておりません。　

　

（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24年７月１日～

平成24年９月30日
－ 51,947,031－ 2,894 － 3,569
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（６）【大株主の状況】

 平成24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（％）

凸版印刷㈱ 東京都台東区台東１－５－１ 5,697 10.96

昌栄印刷㈱ 大阪府大阪市生野区桃谷１－３－23 3,314 6.37

栄紙業㈱ 東京都中央区日本橋３－４－11 2,906 5.59

鈴與㈱ 静岡県静岡市清水区入船町11－１ 2,494 4.80

三井化学㈱ 東京都港区東新橋１－５－２ 2,439 4.69

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 1,979 3.81

三弘㈱ 東京都中央区日本橋３－４－11 1,751 3.37

東紙業㈱  東京都中央区日本橋３－４－11 1,688 3.25

井上　善雄 東京都千代田区 1,556 2.99

㈱三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 1,469 2.82

計 － 25,295 48.69

　（注）  千株未満の端数は切り捨てて表示しております。　

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24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) 普通株式 　  　443,000 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式　　51,387,000 51,387 －

単元未満株式 普通株式　 　　117,031 －
１単元(1,000株)未満

の株式

発行済株式総数 51,947,031 － －

総株主の議決権 － 51,387 －

　（注）  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式396株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成24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(％)

㈱巴川製紙所
東京都中央区京橋

１－７－１
443,000 － 443,000 0.85

計 － 443,000 － 443,000 0.85

　（注）  株主名簿上当社名義になっている株式は全て実質的に所有しております。　

　

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24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,049 5,028

受取手形及び売掛金 6,956 6,943

製品 5,873 5,763

仕掛品 69 70

原材料及び貯蔵品 1,922 1,999

その他 1,402 1,323

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 20,267 21,121

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,246 7,988

機械装置及び運搬具（純額） 5,371 5,149

その他（純額） 4,689 4,631

有形固定資産合計 18,307 17,769

無形固定資産 285 192

投資その他の資産

その他 3,755 3,835

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 3,753 3,833

固定資産合計 22,346 21,795

資産合計 42,614 42,916

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,710 6,130

短期借入金 1,727 1,874

1年内返済予定の長期借入金 8,955 7,838

未払法人税等 50 119

賞与引当金 428 438

その他 2,628 2,358

流動負債合計 19,500 18,759

固定負債

長期借入金 7,683 8,709

退職給付引当金 2,317 2,528

役員退職慰労引当金 191 201

その他 631 577

固定負債合計 10,823 12,016

負債合計 30,323 30,776
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,894 2,894

資本剰余金 3,582 3,582

利益剰余金 6,076 6,063

自己株式 △324 △324

株主資本合計 12,229 12,216

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95 △7

為替換算調整勘定 △981 △1,029

その他の包括利益累計額合計 △886 △1,037

少数株主持分 948 961

純資産合計 12,291 12,140

負債純資産合計 42,614 42,916
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 17,872 16,952

売上原価 15,046 14,273

売上総利益 2,826 2,678

販売費及び一般管理費 ※
 2,510

※
 2,481

営業利益 316 197

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 18 18

持分法による投資利益 59 －

補助金収入 41 117

その他 76 71

営業外収益合計 196 207

営業外費用

支払利息 180 144

持分法による投資損失 － 12

休止費用 71 －

その他 50 50

営業外費用合計 302 207

経常利益 211 197

特別利益

投資有価証券売却益 － 3

その他 0 0

特別利益合計 0 3

特別損失

子会社役員特別退職金 20 －

固定資産除却損 8 9

投資有価証券売却損 － 3

災害による損失 10 －

特別損失合計 40 12

税金等調整前四半期純利益 171 188

法人税、住民税及び事業税 95 70

法人税等調整額 △8 △139

法人税等合計 86 △68

少数株主損益調整前四半期純利益 84 257

少数株主利益 19 12

四半期純利益 64 245
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（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主利益 19 12

少数株主損益調整前四半期純利益 84 257

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13 △101

繰延ヘッジ損益 2 －

為替換算調整勘定 △64 △42

持分法適用会社に対する持分相当額 1 △1

その他の包括利益合計 △46 △145

四半期包括利益 37 111

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11 94

少数株主に係る四半期包括利益 26 17
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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23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 171 188

減価償却費 1,078 1,021

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 183 210

受取利息及び受取配当金 △19 △18

支払利息 180 144

補助金収入 △41 △117

売上債権の増減額（△は増加） 1,990 △20

たな卸資産の増減額（△は増加） △816 △46

仕入債務の増減額（△は減少） △976 450

その他 △158 △123

小計 1,602 1,700

利息及び配当金の受取額 19 20

利息の支払額 △205 △159

法人税等の支払額 △708 △36

法人税等の還付額 － 51

その他 20 64

営業活動によるキャッシュ・フロー 728 1,641

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 △696 △350

貸付金の回収による収入 300 －

関係会社株式の取得による支出 △208 △20

その他 △110 △87

投資活動によるキャッシュ・フロー △715 △457

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） 105 181

長期借入れによる収入 1,827 2,589

長期借入金の返済による支出 △2,985 △2,690

配当金の支払額 △255 △255

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

その他 3 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,310 △228

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,265 985

現金及び現金同等物の期首残高 6,355 3,983

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,089

※
 4,968
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【会計方針の変更】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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。

　これにより、従来の方法に比べて、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

はそれぞれ６百万円増加しております。

 

　

　

【追加情報】

（表示方法の変更）　

　前第２四半期連結累計期間において、四半期連結損益及び包括利益計算書における「営業外収益」の「その他」に含

めていた「受取ロイヤリティー」は、前連結会計年度より「売上高」に含めて表示することとしております。

　この変更は、当社の製品開発活動の成果として、前連結会計年度における合弁事業の進展に伴う取引形態の変更等に

より受取ロイヤリティーが増加したこと、また今後も継続して受取ロイヤリティーが増加することが見込まれること

などから、当社の営業活動の成果をより適切に表示するために行ったものであります。

　この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益及び包括利益計算書における「営業外収益」の「その他」に

含まれていた「受取ロイヤリティー」30百万円を「売上高」に組替えております。

 

　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。

当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの

総額
3,463百万円 1,726百万円

借入実行残高 3,463 1,726

差引額 － －

 

　

　

　

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

給料手当 519百万円 477百万円

賞与引当金繰入額 79 74

退職給付費用 79 68

役員退職慰労引当金繰入額 15 20

減価償却費 62 56

研究開発費 509 605
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（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

 
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 5,143百万円 5,028百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △54 △59

現金及び現金同等物 5,089 4,968

　

　

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

　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23年６月24日

定時株主総会
普通株式 257 5  平成23年３月31日 平成23年６月27日利益剰余金

 　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

　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24年６月26日

定時株主総会
普通株式 257 5  平成24年３月31日 平成24年６月27日利益剰余金
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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23年４月１日 至　平成23年９月30日）

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）１

合計
調整額
（注）２　

四半期連結
財務諸表
計上額
（注）３　

プラスチッ
ク材料加工
事業

製紙・塗工
紙関連事業

計

売上高     　 　  

外部顧客への

売上高
11,252 6,576 17,829 43 17,872　 －　 17,872

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 60 60 440 501　 △501 －

計 11,252 6,637 17,890 484 18,374　 △501 17,872

セグメント利益 146 126 272 23 296　 19　 316

（注）１．「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、物流サービス等を含んでお

ります。

２．セグメント利益の調整額19百万円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。　　

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日 至　平成24年９月30日）

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）１

合計
調整額
（注）２　

四半期連結
財務諸表
計上額
（注）３　

プラスチッ
ク材料加工
事業

製紙・塗工
紙関連事業

計

売上高     　 　  

外部顧客への

売上高
10,242 6,673 16,915 36 16,952　 －　 16,952

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1 88 89 404 494　 △494 －

計 10,244 6,761 17,005 440 17,446　 △494 16,952

セグメント利益

又は損失（△）
△77 265 187 △1 186　 11　 197

（注）１．「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、物流サービス等を含んでお

ります。

２．セグメント利益の調整額11百万円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。　　
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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、以下のとおりであります。　

　
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

　　１株当たり四半期純利益金額 1円27銭 4円81銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 64 245

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 64 245

普通株式の期中平均株式数（株） 51,009,132 51,006,072

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

　

－

（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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、 

記載しておりません。

　

　

　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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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24年11月14日
     

株式会社巴川製紙所     

取締役会　御中     
   
     
 新日本有限責任監査法人
     
 　 　 　 　
     

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤田和弘 印

     

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 須山誠一郎 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」に掲げられている株式会社巴川
製紙所の平成24年４月１日から平成25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24年７月１
日から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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、四半期連結損益及び包括利益計算書、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、株式会社巴川製紙所及び連結子会社の平成24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。
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　

　

EDINET提出書類

株式会社巴川製紙所(E00650)

四半期報告書

19/19


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	会計方針の変更
	追加情報
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

