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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 160,269 △2.5 2,715 4.2 1,564 18.2 △907 ―
22年3月期第3四半期 164,361 △17.0 2,606 △50.6 1,322 △57.5 △1,385 ―

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

23年3月期第3四半期 △2.65 ―
22年3月期第3四半期 △4.05 ―

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

23年3月期第3四半期 274,143 65,878 22.8 182.62
22年3月期 282,131 68,709 23.1 190.50

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  62,449百万円 22年3月期  65,148百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
1.50 1.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 215,000 △2.2 4,300 1.1 3,000 12.8 500 ― 1.46



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）P.4「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5「その他の情報」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 342,584,332株 22年3月期  342,584,332株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  623,455株 22年3月期  592,117株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 341,981,338株 22年3月期3Q 342,013,546株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経営環境は、長引く景気低迷と昨年秋以降

の一層の円高進行により、依然として厳しいまま推移いたしました。 

このような状況下、一昨年秋に策定した「対応強化施策」を実践することにより、徹底したコス

ト低減の推進、効率生産体制の構築、高付加価値化の推進を図ってまいりました。その一環として

昨年９月に高砂工場の抄紙機１台を休止し、さらなるコスト低減につながる生産体制を整えました。 

紙・パルプ事業につきましては、各企業のコストダウンに伴う広告宣伝費削減、薄物・低坪量化

等より紙需要の低迷は根深く、加えて円高による輸入紙等の影響から市況も弱含みで推移いたしま

した。短期的には需要の回復が難しいことから、需給バランスを改善するため、前期に引き続き減

産を実施いたしました。 

イメージング＆ディベロップメント（Ｉ＆Ｄ）事業につきましては、インクジェット用紙では新

製品の発売、印刷製版材料では環境配慮型ＣＴＰ（コンピュータ・トゥ・プレート）印刷版等の拡

販、機能材料では当社の技術力を生かした新規開発商品の市場投入によりそれぞれ販売数量は増加

いたしましたが、写真用原紙・印画紙は世界的な需要減少の影響を受け減少傾向のまま推移いたし

ました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,602億６千９百万円（前年同四半期比2.5％

減）となりました。損益面では、主力製品である印刷用紙の価格下落を中心とする価格面での大き

な減益要因がありましたが、工場の生産性向上や固定費削減のコストダウン効果、販売数量増等の

増益要因により、経常利益は15億６千４百万円と、前年同四半期に比べ２億４千１百万円改善いた

しました。純利益段階につきましては、投資有価証券売却損、資産除去債務会計基準の適用に伴う

影響額の特別損失への計上等により９億７百万円の四半期純損失となりました。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

○紙・パルプ事業 

主力製品である印刷用紙につきましては、第２四半期連結累計期間はチラシ・カタログ・パンフ

レット等の商業印刷向けを中心に需要は緩やかに回復いたしましたものの、当第３四半期連結会計

期間に入り、エコ関連政策効果の薄れ等もあり需要は微増に留まりました。また、円高による輸入

紙等の影響を受け市況は弱含みで推移したことから、販売金額は減少いたしました。情報用紙につ

きましても需要は微増でしたが、販売金額は減少いたしました。このような状況下、短期的には需

要の回復が難しいことから、需給バランスを改善するため、前期に引き続き減産を実施いたしまし

た。 

欧州子会社におきましては、世界同時不況後の需要に一定の回復が見られたこと、また主要通貨

に対するユーロ安に伴う輸出競争力の向上等もあり、販売数量・金額ともに増加いたしました。ま

た、昨年10月に、欧州事業の一層の効率化を進め収益基盤を磐石にすることを目的に、子会社２社

が合併いたしました。 

市販パルプにつきましては、販売数量・金額ともに増加いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の紙・パルプ事業の売上高は1,335億２千２百万円、営業利

益は24億１千５百万円となりました。 
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○イメージング＆ディベロップメント事業 

インクジェット用紙につきましては、新製品投入等の積極的販売拡大に努め、海外を中心に販売

数量・金額とも増加いたしました。 

写真用原紙・印画紙につきましては、世界的な需要減少の影響を受け、販売数量・金額とも減少

いたしました。 

印刷製版材料につきましては、環境配慮型のＣＴＰ（コンピュータ・トゥ・プレート）印刷版を

中心に拡販に注力し、販売数量では増加いたしましたものの、円高の影響と既存製品の低価格品へ

のシフト等により、販売金額は減少いたしました。 

機能材料につきましては、逆浸透膜など水処理膜関連商品、難燃性の建築ボード材料、高機能性

の二次電池用セパレータ、加湿器エレメントなど、当社の技術力を生かした新規開発商品を市場に

投入し、販売金額は増加いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間のイメージング＆ディベロップメント事業の売上高は370億

５千３百万円、営業利益は７百万円となりました。 

 

○その他 

その他につきましては、工務関連子会社の売上が減少したこと等により、当第３四半期連結累計

期間の売上高は136億７千万円、営業利益は３億１千４百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金等の増加があったものの、投資有

価証券の時価評価並びに売却による減少、有形固定資産等の減少により、前連結会計年度末に比べ

79億８千７百万円減少し、2,741億４千３百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金等の増加があったものの、有利子負債削減等により前連結会計年度

末に比べ51億５千６百万円減少し、2,082億６千５百万円となりました。 

純資産は、四半期純損失による利益剰余金、その他有価証券評価差額金等の減少により、前連結

会計年度末に比べ28億３千１百万円減少し、658億７千８百万円となりました。 

自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.3ポイント減少し、22.8％となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間は、紙需要の低迷と円高の進行等により、主力の印刷用紙、海外売上

高比率の高いイメージング＆ディベロップメント事業において、売上高が計画を下回る状況で推移

しており、第４四半期連結会計期間につきましてもこの状況が継続するものと予想しております。 

「対応強化施策」に基づく徹底したコストダウンを継続しておりますが、売上高減少の影響が大

きく、前回発表予想値を下回る見通しです。 

つきましては、平成22年11月５日の決算短信で発表しました通期連結業績予想を以下のとおり

修正いたします。 

 

平成23年３月期通期の連結業績予想の修正 

 

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 

前回発表予想（Ａ） 

(平成22年11月５日発表) 

百万円

218,000

百万円

6,000

百万円

4,000

百万円 

700 

円 銭

2.05

今回修正予想（Ｂ） 215,000 4,300 3,000 500 1.46

増減額（Ｂ－Ａ） △3,000 △1,700 △1,000 △200 

増減率（％） △1.4 △28.3 △25.0 △28.6 

平成22年３月期（実績） 219,728 4,253 2,658 △1,597 △4.67
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 

平成20年３月10日）を適用しております。 

なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ15百万円減少、税金等

調整前四半期純利益は700百万円減少しております。 
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3. 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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,630 7,269

受取手形及び売掛金 53,379 48,022

商品及び製品 33,940 33,629

仕掛品 6,395 6,638

原材料及び貯蔵品 10,076 10,728

その他 7,633 5,008

貸倒引当金 △737 △756

流動資産合計 117,318 110,540

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 94,543 96,442

減価償却累計額 △59,433 △59,431

減損損失累計額 △220 △423

建物及び構築物（純額） 34,888 36,586

機械装置及び運搬具 337,742 343,461

減価償却累計額 △276,598 △276,530

減損損失累計額 △930 △1,286

機械装置及び運搬具（純額） 60,213 65,644

土地 22,361 22,775

建設仮勘定 661 430

その他 12,007 12,568

減価償却累計額 △8,455 △8,570

減損損失累計額 △0 △2

その他（純額） 3,552 3,995

有形固定資産合計 121,676 129,433

無形固定資産   

その他 604 1,011

無形固定資産合計 604 1,011

投資その他の資産   

投資有価証券 24,069 30,776

その他 10,732 10,645

貸倒引当金 △257 △276

投資その他の資産合計 34,544 41,146

固定資産合計 156,825 171,591

資産合計 274,143 282,131
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,742 23,239

短期借入金 94,297 93,716

コマーシャル・ペーパー － 9,000

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 182 501

その他 19,616 17,674

流動負債合計 140,938 144,232

固定負債   

社債 700 750

長期借入金 54,939 54,929

退職給付引当金 5,722 6,526

負ののれん 571 693

その他 5,394 6,290

固定負債合計 67,327 69,190

負債合計 208,265 213,422

純資産の部   

株主資本   

資本金 32,756 32,756

資本剰余金 19,717 19,717

利益剰余金 8,012 8,919

自己株式 △136 △133

株主資本合計 60,349 61,259

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,561 2,951

為替換算調整勘定 538 937

評価・換算差額等合計 2,099 3,888

少数株主持分 3,428 3,560

純資産合計 65,878 68,709

負債純資産合計 274,143 282,131
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 164,361 160,269

売上原価 133,561 131,231

売上総利益 30,799 29,038

販売費及び一般管理費 28,192 26,322

営業利益 2,606 2,715

営業外収益   

受取利息 76 48

受取配当金 531 478

受取保険金 154 191

その他 577 850

営業外収益合計 1,340 1,568

営業外費用   

支払利息 2,098 1,787

為替差損 57 370

その他 467 562

営業外費用合計 2,623 2,719

経常利益 1,322 1,564

特別利益   

固定資産処分益 300 531

投資有価証券売却益 446 1,123

受取保険金 － 133

その他 32 61

特別利益合計 780 1,849

特別損失   

固定資産処分損 853 256

投資有価証券売却損 － 1,760

投資有価証券評価損 4 141

関係会社整理損 390 －

事業再編損 188 －

特別退職金 160 216

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 684

その他 87 64

特別損失合計 1,684 3,124

税金等調整前四半期純利益 419 289

法人税、住民税及び事業税 341 354

法人税等調整額 1,190 565

法人税等合計 1,531 919

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △630

少数株主利益 272 276

四半期純損失（△） △1,385 △907
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

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

ものです。 

当社は、本社に製品別の事業部・カンパニーを置き、事業部・カンパニーは取り扱う製品について

国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社グループは事業部・カンパニーを基礎とした製品別セグメントから構成されており、

「紙・パルプ事業」、「イメージング＆ディベロップメント（Ｉ＆Ｄ）事業」の２つを報告セグメン

トとしています。 

「紙・パルプ事業」は印刷・情報用紙、パルプ等の製品群、「Ｉ＆Ｄ事業」は写真感光材料・イン

クジェット用紙・機能性材料等の製品群を取り扱う事業を遂行しております。 

 

２  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 

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

紙・パルプ
事業 

Ｉ＆Ｄ事業 計 

その他 
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３

売上高   

  外部顧客への売上高 130,827 24,243 155,070 5,198 160,269 － 160,269

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

2,694 12,810 15,504 8,471 23,976 △23,976 －

計 133,522 37,053 170,575 13,670 184,245 △23,976 160,269

セグメント利益 2,415 7 2,422 314 2,736 △21 2,715

(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、倉庫・運輸関連業、エンジ

ニアリング業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△21百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△25百万円、セ

グメント間取引消去４百万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一般

管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期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） 

当第１四半期連結会計期間より、「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1

7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。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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