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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157期

第２四半期
連結累計期間

第158期
第２四半期
連結累計期間

第157期

会計期間
自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

売上高 （百万円） 16,965 15,188 33,502

経常利益又は経常損失(△) （百万円） 133 △144 △18

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純損失（△）
（百万円） △4 △371 △929

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 108 △869 △1,519

純資産額 （百万円） 13,953 11,363 12,495

総資産額 （百万円） 40,039 38,206 39,399

１株当たり四半期（当期）

純損失金額（△）
（円） △0.08 △7.28 △18.23

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 （％） 31.4 25.9 27.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 288 394 1,634

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △486 △695 △1,501

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △509 372 △546

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 2,808 2,987 3,104

 

回次
第157期

第２四半期
連結会計期間

第158期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成27年７月１日
至　平成27年９月30日

自　平成28年７月１日
至　平成28年９月30日

１株当たり四半期純損失金額（△） （円） △0.58 △1.69

 
　（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、１株当たり四半期（当期）純損失金額で

あり、また、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）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、新興国経済を中心とする成長の減速に加え、英国のＥＵ離

脱問題などにより経済・金融市場に混乱が広がるとともに、引続き円高が進行し、企業収益を悪化させるなど、

先行きの不透明感が継続しています。

　当社グループにおいても、機能紙・電子材料事業における既存製品の市場縮小傾向と共に、海外での販売比率

が高いトナー関連事業で円高影響による円換算売上高の減少が継続しています。一方、ディスプレイ関連では、

主としてモバイル向けの技術革新に伴い、大手ディスプレイメーカーが当社の光拡散機能を持つ粘着シートを新

規に採用するなど、光学粘着分野での拡販に成功しつつあります。この結果、第２四半期に向けて売上高は増加

したものの、前期第４四半期の出荷増の反動をカバーするには至らず、当第２四半期連結累計期間における売上

高は、前年同期と比べ1,777百万円減収の15,188百万円（10.5％減）となりました。

　利益面では、第２四半期会計期間において、売上の回復に加え生産性向上、エネルギー・調達コストの削減施

策など、年度後半に見込んでいた改善の前倒し効果があり、また７月以降、特に対米ドルでの為替相場が安定す

る中、債権回収の促進に努め外貨建債権債務のアンバランスを解消した結果、営業利益、経常利益ともに黒字を

確保することができました。第２四半期累計での営業損益は65百万円の損失と前年同期と比べ307百万円の減益

となり、経常損益も第１四半期の円高進行に伴う為替差損の発生などから、144百万円の損失と前年同期と比べ

277百万円の減益となったものの、いずれも公表値は上回ることができました。また、親会社株主に帰属する四

半期純損益は、371百万円の損失と前年同期と比べ367百万円の減益となりましたが、これはワールドワイドでの

トナー生産体制の適正化を進める中で、米国子会社の生産規模縮小に伴う特別損失が加わったためであります。

 

　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

　プラスチック材料加工事業では、電子材料事業における既存製品の市場縮小傾向が続き、また、海外での販

売比率が高いトナー関連事業で円高影響による円換算売上高の減少が継続しています。一方、ディスプレイ関

連では、主としてモバイル向けの技術革新に伴い、大手ディスプレイメーカーが当社の光拡散機能を持つ粘着

シートを新規に採用するなど、光学粘着分野での拡販に成功しつつあります。また、生産性向上、エネル

ギー・調達コストの削減施策など、年度後半に見込んでいた改善の前倒し効果がありました。

　この結果、売上高は9,288百万円（対前年同期比13.4％減）となり、セグメント（営業）利益は21百万円

（対前年同期比94.0％減）となりました。

②　製紙・塗工紙関連事業

　製紙・塗工紙関連事業では、機能紙事業における既存製品の市場縮小傾向に加え、前期第４四半期の出荷増

の反動があったものの、生産性向上、エネルギー・調達コストの削減施策など、年度後半に見込んでいた改善

の前倒し効果がありました。

　この結果、売上高は5,862百万円（対前年同期比5.5％減）、セグメント（営業）損失は108百万円となり、

対前年同期比で18百万円の増益となりました。

③　その他の事業

　売上高は36百万円（対前年同期比5.0％減）となり、セグメント（営業）利益は9百万円（対前年同期比

173.5％増）となりました。
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（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116百万円減少し、

2,987百万円となりました。

(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、税金等調整前四半期純損失244百

万円に、たな卸資産が557百万円増加したものの、減価償却費763百万円の計上に加え、売上債権が244百万円減

少したことなどから394百万円の増加となり、前年同期と比べ105百万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)

　当第２四半期連結累計期間における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

672百万円あったことなどから695百万円の減少となり、前年同期と比べ209百万円の減少となりました。

(財務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財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が

1,062百万円、配当金の支払額が256百万円あったものの、短期借入金の純増加額が898百万円あったことに加

え、長期借入れによる収入が845百万円あったことなどから372百万円の増加となり、前年同期と比べ882百万円

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、484百万円であります。

　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、38,206百万円で、前連結会計年度末に比べ1,193百万円の

減少となりました。流動資産は19,732百万円で、前連結会計年度末に比べ625百万円の減少となり、その主な要

因は原材料及び貯蔵品が増加したものの、現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したことなどによるもので

す。固定資産は18,473百万円で、前連結会計年度末に比べ567百万円の減少となり、その主な要因は償却による

有形固定資産の減少があったことなどによるものです。

　負債合計は、26,842百万円で、前連結会計年度末に比べ60百万円の減少となりました。流動負債は17,069百万

円で、前連結会計年度末に比べ126百万円の減少となり、その主な要因は短期借入金が増加したものの、支払手

形及び買掛金やその他流動負債が減少したことなどによるものです。固定負債は9,773百万円で、前連結会計年

度末に比べ65百万円の増加となり、その主な要因は返済による長期借入金の減少があったものの、その他固定負

債が増加したことなどによるものです。なお、当第２四半期会計期間末における有利子負債残高は14,553百万円

と、前連結会計年度末に比べ384百万円の増加となりました。

　また、純資産は、11,363百万円で、前連結会計年度末に比べ1,132百万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28年９月30日）

　提出日現在発行数（株）
（平成28年11月11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 － －

 

 

（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28年７月１日～

平成28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28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

栄紙業㈱ 東京都中央区日本橋３－４－11 3,336 6.42

昌栄印刷㈱ 大阪府大阪市生野区桃谷１－３－23 3,314 6.37

鈴与㈱ 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

巴川製紙取引先持株会 静岡県静岡市駿河区用宗巴町３－１ 1,778 3.42

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 1,736 3.34

井上　善雄 東京都新宿区 1,516 2.91

計 － 26,042 50.13

　（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28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　    459,000 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式　 51,381,000 51,381 －

単元未満株式 普通株式　    107,031 －
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 － 51,381 －

　（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式739株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28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
459,000 － 459,000 0.88

計 － 459,000 － 459,000 0.88

　（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28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,158 3,041

受取手形及び売掛金 7,368 6,823

製品 6,390 6,332

仕掛品 64 67

原材料及び貯蔵品 1,808 2,028

その他 1,576 1,446

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 20,358 19,732

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,711 5,498

機械装置及び運搬具（純額） 4,116 3,940

その他（純額） 4,761 4,604

有形固定資産合計 14,589 14,043

無形固定資産 306 270

投資その他の資産   

その他 ※２ 4,162 4,177

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 4,145 4,159

固定資産合計 19,041 18,473

資産合計 39,399 38,206

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,871 5,523

短期借入金 ※２,※３,※４ 5,925 ※３,※４ 6,621

1年内返済予定の長期借入金 2,089 2,006

未払法人税等 70 85

賞与引当金 388 377

その他 2,850 2,453

流動負債合計 17,195 17,069

固定負債   

長期借入金 6,154 5,924

退職給付に係る負債 2,954 3,049

役員退職慰労引当金 182 168

その他 416 630

固定負債合計 9,708 9,773

負債合計 26,903 26,842
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28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 4,881 4,252

自己株式 △323 △323

株主資本合計 11,035 10,406

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 190 196

繰延ヘッジ損益 △10 △7

為替換算調整勘定 156 △420

退職給付に係る調整累計額 △393 △261

その他の包括利益累計額合計 △56 △492

非支配株主持分 1,517 1,449

純資産合計 12,495 11,363

負債純資産合計 39,399 38,206
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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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 16,965 15,188

売上原価 14,207 12,818

売上総利益 2,758 2,369

販売費及び一般管理費 ※ 2,516 ※ 2,435

営業利益又は営業損失（△） 241 △65

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 21 24

受取保険金 35 24

持分法による投資利益 － 50

その他 38 32

営業外収益合計 96 133

営業外費用   

支払利息 98 97

持分法による投資損失 51 －

為替差損 22 87

その他 32 27

営業外費用合計 205 212

経常利益又は経常損失（△） 133 △144

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 3 15

契約解除に伴う損失 38 －

関係会社生産拠点再構築費用 － 84

その他 0 0

特別損失合計 42 100

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（△）
91 △244

法人税、住民税及び事業税 68 86

法人税等調整額 △21 △11

法人税等合計 46 75

四半期純利益又は四半期純損失（△） 44 △319

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △4 △371

非支配株主に帰属する四半期純利益 48 51

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9 19

繰延ヘッジ損益 1 4

為替換算調整勘定 81 △700

退職給付に係る調整額 21 132

持分法適用会社に対する持分相当額 △30 △5

その他の包括利益合計 64 △550

四半期包括利益 108 △869

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46 △807

非支配株主に係る四半期包括利益 62 △62
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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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28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又は

税金等調整前四半期純損失（△）
91 △244

減価償却費 799 763

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 △14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 85 284

受取利息及び受取配当金 △22 △26

支払利息 98 97

売上債権の増減額（△は増加） △122 244

たな卸資産の増減額（△は増加） 159 △557

仕入債務の増減額（△は減少） △342 △30

その他 △281 5

小計 448 521

利息及び配当金の受取額 23 28

利息の支払額 △111 △105

法人税等の支払額 △115 △71

法人税等の還付額 47 23

その他 △3 △2

営業活動によるキャッシュ・フロー 288 394

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △39 △39

定期預金の払戻による収入 39 39

有形固定資産の取得による支出 △383 △672

その他 △102 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △486 △695

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） △182 898

長期借入れによる収入 839 845

長期借入金の返済による支出 △846 △1,062

配当金の支払額 △257 △256

非支配株主への配当金の支払額 △4 △4

その他 △59 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △509 372

現金及び現金同等物に係る換算差額 22 △188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △685 △116

現金及び現金同等物の期首残高 3,411 3,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,808 ※ 2,987

 

EDINET提出書類

株式会社巴川製紙所(E00650)

四半期報告書

11/18



【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。

 

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成28年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

㈱トッパンTOMOEGAWA
77百万円

――――――

オプティカルフィルム（注）

㈱ＴＦＣ 168

計 245

（注）凸版印刷㈱による債務保証を当社が再保証したものであります。

 

 

※２　有価証券の消費貸借契約

前連結会計年度
（平成28年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

　投資その他の資産の「その他」には消費貸借契約により

貸し付けている有価証券711百万円が含まれております。

なお、当該取引による借入金は流動負債の「短期借入金」

に含まれており、その金額は500百万円であります。

――――――
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※３　コミットメントライン契約

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５行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく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28年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28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
5,000百万円 5,000百万円

借入実行残高 3,300 3,800

差引額 1,700 1,200

 

 

※４　財務制限条項

「※３」の契約には下記の財務制限条項等が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に

対し借入金を一括返済することになっております。

前連結会計年度
（平成28年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

①平成27年３月期末日以降の各事業年度の末日における

連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、平成

26年３月期末日における連結貸借対照表に記載される

純資産の部の合計金額の75％に相当する金額、又は直

前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の合計額の75％に相当する金額のうち、

いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

②平成27年３月期第２四半期以降の各第２四半期会計期

間の末日における連結貸借対照表に示される純資産の

部の金額を、平成26年３月期第２四半期会計期間の末

日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の

合計金額の75％に相当する金額、又は直前の事業年度

第２四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に

記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金

額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持するこ

と。

同左
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（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27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

給料手当 563百万円 501百万円

賞与引当金繰入額 75 67

退職給付費用 78 134

役員退職慰労引当金繰入額 14 14

減価償却費 43 40

研究開発費 555 484

 

 

 

（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27年４月１日
至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 2,862百万円 3,041百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △54 △54

現金及び現金同等物 2,808 2,987

 

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27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27年５月22日

取締役会
普通株式 257 5  平成27年３月31日  平成27年６月９日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28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28年５月20日

取締役会
普通株式 257 5  平成28年３月31日  平成28年６月９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27年４月１日 至　平成27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
10,720 6,206 16,927 38 16,965 － 16,965

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 29 30 395 425 △425 －

計 10,720 6,236 16,957 433 17,391 △425 16,965

セグメント利益

又は損失（△）
353 △126 226 3 230 11 241

（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。

 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日 至　平成28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
9,288 5,862 15,151 36 15,188 － 15,188

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 86 86 402 488 △488 －

計 9,288 5,949 15,237 438 15,676 △488 15,188

セグメント利益

又は損失（△）
21 △108 △87 9 △77 11 △65

（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損失と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失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27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

　　１株当たり四半期純損失金額（△） △0.08円 △7.28円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円）
△4 △371

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純損失金額（△）（百万円）
△4 △371

普通株式の期中平均株式数（株） 51,004,788 51,001,704

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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、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28年11月11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 須 山 誠 一 郎 印

     

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 角 田 大 輔 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28年４月１日から平成29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28年７月１
日から平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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28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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