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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 124,975 △2.6 1,445 △3.0 1,546 △9.7 △566 ―
24年3月期第1四半期 128,285 17.7 1,489 26.5 1,712 5.9 691 △22.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △864百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 834百万円 （206.8％）

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

25年3月期第1四半期 △3.87 ―
24年3月期第1四半期 4.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 282,210 67,018 22.9
24年3月期 282,899 68,573 23.5
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  64,691百万円 24年3月期  66,369百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 260,000 △0.7 3,200 △0.3 3,200 0.9 400 △48.2 2.73
通期 526,000 3.0 7,000 29.3 7,000 28.1 2,100 △29.2 14.36



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
   詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、添付資
料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 150,215,512 株 24年3月期 150,215,512 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,938,186 株 24年3月期 3,935,376 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 146,277,665 株 24年3月期1Q 146,285,810 株



 

 

 

○添付資料の目次 

 

１. 当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………3 

２. サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………3 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………3 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………3 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………3 

３. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………4 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………4 

(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 …………………………6 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………8 

(4) セグメント情報等 ……………………………………………………………………8 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………9 

 

日本紙パルプ商事株式会社(8032)平成25年３月期　第１四半期決算短信

－ 1 －



 

 

 

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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要により一部で景気の持ち直しの兆候が

みられたものの、欧州債務危機の深刻化や米国、中国をはじめとする世界景気の減速感などを背景とした

株式市場の低迷、円高の継続など先行きが不透明な状況で推移しました。 

 紙パルプ業界におきましては、洋紙・板紙共に、内需が若干減少傾向で推移したことや、昨年より増加

した輸入紙による影響等もあり、全般的に国内出荷がやや減少しました。 

 当社グループは、ＪＰグループ中期経営計画2013の推進に引き続き注力し、既存事業の収益力強化に取

り組むとともに、海外事業及び資源・環境等の関連事業の拡大を図っております。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、紙等の国内販売の減少により、前年同四半期連

結累計期間比2.6％減の1,249億７千５百万円となりました。利益面では、営業利益は不動産賃貸事業の減

収等により3.0％減の14億４千５百万円に、経常利益は受取配当金の減少等もあり9.7％減の15億４千６百

万円になりました。また、四半期純損益は、投資有価証券評価損の計上により５億６千６百万円の純損失

（前年同四半期連結累計期間は６億９千１百万円の純利益）となりました。 

 

 当第１四半期連結累計期間の業績をセグメント別にみると次のとおりです。 

「国内卸売事業」 

紙・板紙は内需の減少により販売数量が減少したため、売上高は4.3％減の895億９千万円になりま

した。経常利益は、販売費及び一般管理費の減少により、1.2％増の12億９千５百万円となりました。 

「在外卸売事業」 

 売上高は、米国及び中国等の子会社で増加し、前年同四半期連結累計期間比2.4％増の283億４千７

百万円になりました。経常利益は、金融費用の増加等により、35.9％減の６千３百万円になりました。 

「製紙及び加工等事業」 

 売上高は前年同四半期連結累計期間比0.5％増の56億３千４百万円になりました。経常利益は、国内

段ボール加工の製造経費の減少等により、6.9％増の５億３千１百万円になりました。 

「不動産賃貸事業」 

 空室の増加等により、売上高は前年同四半期連結累計期間比17.0％減の８億２千万円に、経常利益

は40.8％減の１億９千６百万円になりました。 

「その他の事業」 

 売上高は、総合リサイクル事業の取扱量増加等により、前年同四半期連結累計期間比33.9％増の５

億８千４百万円になり、経常損益は４千５百万円の経常利益（前年同四半期連結累計期間は２千７百

万円の経常損失）になりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券の時価の下落等により、前連結会計年度末に比

べて６億９千万円減少し、2,822億１千万円となりました。 

 総負債は、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べて８億６千５百万円増加し、2,151億９千

２百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失の計上及び配当金の支払い等により、前連結会計年度末に比べて15億５千５百

万円減少し、670億１千８百万円となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想に関しましては、平成24年５月14日に公表しました数値を修正しておりません。 

なお、当第１四半期連結累計期間に計上しました投資有価証券評価損は、この業績予想に織り込まれて

おりますが、四半期における有価証券の評価方法は洗替え方式を採用しているため、今後の株式市場の動

向により変動する可能性があります。 

 

２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第１四半期連結累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はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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、当第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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,671 3,564

受取手形及び売掛金 145,634 147,065

たな卸資産 24,635 24,912

その他 5,644 4,972

貸倒引当金 △1,421 △1,075

流動資産合計 178,163 179,438

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 29,343 29,174

土地 26,373 26,400

その他（純額） 10,707 10,700

有形固定資産合計 66,424 66,274

無形固定資産   

のれん 1,382 1,387

その他 1,377 1,346

無形固定資産合計 2,760 2,733

投資その他の資産   

投資有価証券 28,710 25,677

その他 8,073 9,401

貸倒引当金 △1,281 △1,360

投資その他の資産合計 35,502 33,718

固定資産合計 104,686 102,725

繰延資産 51 47

資産合計 282,899 282,210
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 103,480 106,863

短期借入金 39,245 40,313

1年内返済予定の長期借入金 4,190 4,042

コマーシャル・ペーパー 15,000 14,000

1年内償還予定の社債 425 268

未払法人税等 1,629 302

引当金 1,650 961

その他 6,333 6,830

流動負債合計 171,953 173,578

固定負債   

社債 15,335 15,305

長期借入金 16,533 16,072

退職給付引当金 2,695 2,603

役員退職慰労引当金 76 78

その他 7,735 7,555

固定負債合計 42,373 41,613

負債合計 214,326 215,192

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,649 16,649

資本剰余金 15,247 15,247

利益剰余金 39,568 38,276

自己株式 △1,478 △1,479

株主資本合計 69,986 68,693

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,057 △2,904

繰延ヘッジ損益 △6 △1

為替換算調整勘定 △1,553 △1,097

その他の包括利益累計額合計 △3,617 △4,002

新株予約権 61 70

少数株主持分 2,143 2,257

純資産合計 68,573 67,018

負債純資産合計 282,899 282,210
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年６月30日) 

売上高 128,285 124,975

売上原価 116,810 113,825

売上総利益 11,475 11,150

販売費及び一般管理費 9,987 9,705

営業利益 1,489 1,445

営業外収益   

受取利息 27 20

受取配当金 418 329

持分法による投資利益 69 97

その他 137 128

営業外収益合計 650 575

営業外費用   

支払利息 363 326

その他 65 147

営業外費用合計 427 473

経常利益 1,712 1,546

特別利益   

負ののれん発生益 58 12

固定資産売却益 3 6

投資有価証券売却益 20 1

特別利益合計 82 19

特別損失   

投資有価証券評価損 77 2,370

段階取得に係る差損 264 －

関係会社整理損 51 －

その他 48 1

特別損失合計 440 2,371

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（△）

1,354 △806

法人税、住民税及び事業税 195 199

法人税等調整額 386 △484

法人税等合計 580 △285

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

773 △520

少数株主利益 82 46

四半期純利益又は四半期純損失（△） 691 △566
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        四半期連結包括利益計算書 
   第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

773 △520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △293 △775

繰延ヘッジ損益 7 5

為替換算調整勘定 281 500

持分法適用会社に対する持分相当額 67 △73

その他の包括利益合計 61 △344

四半期包括利益 834 △864

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 701 △952

少数株主に係る四半期包括利益 133 88
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

 
【セグメント情報】 
 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６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 
 

 

報告セグメント 
その他 
(百万円)

合計 
(百万円) 

調整額 
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

国内卸売 
(百万円) 

在外卸売
(百万円)

製紙及び
加工等 
(百万円)

不動産賃貸
(百万円)

売上高  

  外部顧客への売上高 93,570 27,687 5,605 988 436 128,285 ― 128,285

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

4,472 190 4,410 6 372 9,450 △9,450 ―

計 98,042 27,877 10,015 994 808 137,736 △9,450 128,285

セグメント利益 
又は損失（△） 

1,280 98 497 330 △27 2,178 △467 1,712

（注）１ その他には、資源・環境事業、倉庫・運送事業及び情報システム販売等の事業を含んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 ３ セグメント利益又は損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社部門の損益△476百万円 

が含まれております。全社部門の損益は、主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益、営業外 

費用の純額（連結上消去した受取配当金等を除く）であります。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 
 

 

報告セグメント 
その他 
(百万円)

合計 
(百万円) 

調整額 
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

国内卸売 
(百万円) 

在外卸売
(百万円)

製紙及び
加工等 
(百万円)

不動産賃貸
(百万円)

売上高  

  外部顧客への売上高 89,590 28,347 5,634 820 584 124,975 ― 124,975

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

3,549 104 3,636 7 360 7,655 △7,655 ―

計 93,140 28,451 9,270 827 943 132,630 △7,655 124,975

セグメント利益 
又は損失（△） 

1,295 63 531 196 45 2,129 △583 1,546

（注）１ その他には、資源・環境事業、倉庫・運送事業及び情報システム販売等の事業を含んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 ３ セグメント利益又は損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社部門の損益△523百万円 

が含まれております。全社部門の損益は、主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益、営業外 

費用の純額（連結上消去した受取配当金等を除く）であります。 
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 (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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