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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9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 ％

27年3月期第2四半期 251,572 △3.0 3,165 △17.3 3,142 △20.6 1,756 20.3
26年3月期第2四半期 259,385 4.8 3,829 25.2 3,959 32.2 1,460 ―

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 1,465百万円 （△75.2％） 26年3月期第2四半期 5,907百万円 （―％）

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

27年3月期第2四半期 12.22 12.15
26年3月期第2四半期 10.16 10.12

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 287,511 75,400 25.0
26年3月期 292,686 74,717 24.5
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 71,973百万円 26年3月期 71,573百万円

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

26年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
27年3月期 ― 5.00
27年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 550,000 1.5 7,200 △8.2 7,000 △10.2 3,600 269.6 25.05



(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

(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
業績予想などの将来予測情報に関する説明」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
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③会計上の見積りの変更 ： 無
④修正再表示 ： 無

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 150,215,512 株 26年3月期 150,215,512 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 6,508,103 株 26年3月期 6,500,509 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 143,711,365 株 26年3月期2Q 143,662,910 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説明

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の景気対策により緩やかな回復傾向となってお

ります。一方で、個人消費については消費税増税に伴う駆け込み需要の反動からの立ち上がりが遅く、回

復には至っていない状況となっております。世界経済におきましては、米国をはじめとする先進国におい

ては緩やかな景気回復傾向を示すものの、急激な為替変動や新興国の成長減速等、先行き不透明な状況と

なっております。

紙パルプ業界におきましては、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動及び印刷用紙の需要低迷により、

紙・板紙の国内出荷は前年同期を下回る結果となりました。

当社グループでは、当年度を初年度とする「ＪＰグループ中期経営計画 2016」がスタートしており、「収

益重視の経営と連結収益力の向上」、「成長する事業領域への戦略的人材配置」、「積極的な事業投資と財務

健全性との両立」を基本方針として、引き続きグループ経営を推進することでグループ価値の最大化に取

り組んでおります。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期連結累計期間比3.0％減の2,515億７千

２百万円となりました。営業利益は17.3％減の31億６千５百万円、経常利益は20.6％減の31億４千２百万

円となりました。四半期純利益は厚生年金基金解散損失引当金戻入額を特別利益に計上したことにより

20.3％増の17億５千６百万円となりました。

当第２四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」

売上高は、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動により販売数量が減少した為、前年同四半期連結

累計期間比4.5％減の1,686億６千３百万円となり、経常利益は19.0％減の26億３千万円となりました。

「在外卸売事業」

売上高は中国において減少したものの、米国で新たに加わった事業会社等の増加により、前年同四

半期連結累計期間比0.3％増の688億６千９百万円となりました。経常利益は中国における事業の見直

し等により31.2％減の２億９千９百万円となりました。

「製紙及び加工等事業」

家庭紙事業が順調に推移し、売上高は前年同四半期連結累計期間比2.5％増の118億７千２百万円と

なり、経常利益は11.4％増の14億５千９百万円となりました。

「不動産賃貸事業」

売上高はテナント退去の影響により前年同四半期連結累計期間比17.6％減の11億７千９百万円、利

益は33百万円の経常損失（前年同四半期連結累計期間は２億４千４百万円の経常利益）となりました。

「その他の事業」

売上高は前年同四半期連結累計期間比3.7％減の９億８千９百万円となり、経常利益は13.6％減の１

億５千万円となりました。
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(2) 連結財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間の総資産は、売上高減少に伴う売上債権の減少等により、前連結会計年度に

比べて51億７千５百万円減少し、2,875億１千１百万円となりました。

総負債は、仕入債務の減少により、前連結会計年度に比べて58億５千８百万円減少し、2,121億１千１百

万円となりました。

純資産は、四半期純利益の計上等により、前連結会計年度に比べて６億８千３百万円増加し、754億円と

なりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想に関しましては、平成26年５月13日公表の予想を修正しておりません。

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

該当事項はありません。

(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」と

いう。）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」という。）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を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、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

率を使用する方法へ変更しております。

なお、この変更に伴う第１四半期連結会計期間の期首の四半期連結貸借対照表及び当第２四半期連結累

計期間の四半期連結損益計算書への影響はありません。
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（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」と

いう。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離

等会計基準」という。）等が平成26年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになっ

たことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等（ただし、連結会計基準第39項に掲げら

れた定めを除く。）を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本

剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更

しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計

処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務

諸表に反映させる方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)

及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の

期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、この変更に伴う当第２四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表及び当第２四半期連結累計

期間の四半期連結損益計算書への影響はありません。
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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 4,881 6,710

受取手形及び売掛金 142,047 132,722

たな卸資産 26,288 25,480

その他 6,826 5,913

貸倒引当金 △3,263 △3,104

流動資産合計 176,779 167,722

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 28,613 30,202

土地 26,246 25,934

その他（純額） 20,552 22,689

有形固定資産合計 75,411 78,824

無形固定資産

のれん 1,250 1,220

その他 1,163 1,104

無形固定資産合計 2,412 2,324

投資その他の資産

投資有価証券 33,948 34,522

その他 5,346 5,454

貸倒引当金 △1,229 △1,347

投資その他の資産合計 38,065 38,630

固定資産合計 115,888 119,778

繰延資産 19 11

資産合計 292,686 287,511
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(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 102,796 93,460

短期借入金 46,235 46,828

1年内返済予定の長期借入金 2,541 1,163

コマーシャル・ペーパー 14,000 17,500

1年内償還予定の社債 80 15,050

未払法人税等 1,141 1,273

引当金 2,422 1,648

その他 7,405 6,978

流動負債合計 176,620 183,899

固定負債

社債 15,075 50

長期借入金 16,133 18,036

引当金 179 103

退職給付に係る負債 2,445 2,589

その他 7,517 7,434

固定負債合計 41,349 28,212

負債合計 217,968 212,111

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 35,977 37,013

自己株式 △2,146 △2,148

株主資本合計 65,727 66,761

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,122 4,763

繰延ヘッジ損益 △3 △13

為替換算調整勘定 570 282

退職給付に係る調整累計額 157 180

その他の包括利益累計額合計 5,846 5,212

新株予約権 166 195

少数株主持分 2,978 3,232

純資産合計 74,717 75,400

負債純資産合計 292,686 287,511
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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 259,385 251,572

売上原価 234,956 227,706

売上総利益 24,429 23,866

販売費及び一般管理費 20,600 20,701

営業利益 3,829 3,165

営業外収益

受取利息 24 26

受取配当金 331 374

持分法による投資利益 59 66

為替差益 192 -

その他 241 249

営業外収益合計 848 715

営業外費用

支払利息 647 620

その他 71 118

営業外費用合計 718 738

経常利益 3,959 3,142

特別利益

厚生年金基金解散損失引当金戻入額 - 749

固定資産売却益 2 76

負ののれん発生益 14 -

投資有価証券売却益 14 -

特別利益合計 30 825

特別損失

減損損失 - 252

貸倒引当金繰入額 - 115

投資有価証券評価損 - 83

固定資産処分損 367 37

投資有価証券売却損 - 11

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 820 -

その他 4 -

特別損失合計 1,190 497

税金等調整前四半期純利益 2,798 3,470

法人税、住民税及び事業税 1,354 1,229

法人税等調整額 △267 162

法人税等合計 1,087 1,391

少数株主損益調整前四半期純利益 1,711 2,079

少数株主利益 251 323

四半期純利益 1,460 1,756
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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 1,711 2,079

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,140 △400

繰延ヘッジ損益 4 △10

為替換算調整勘定 889 △278

退職給付に係る調整額 - 22

持分法適用会社に対する持分相当額 165 52

その他の包括利益合計 4,197 △614

四半期包括利益 5,907 1,465

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,596 1,122

少数株主に係る四半期包括利益 311 343
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(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

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 176,666 68,680 11,583 1,430 1,026 259,385 ― 259,385

セグメント間の内部
売上高又は振替高

9,261 402 9,998 19 376 20,056 △20,056 ―

計 185,927 69,082 21,581 1,449 1,403 279,441 △20,056 259,385

セグメント利益
又は損失（△）

3,245 434 1,310 244 174 5,407 △1,448 3,959

（注）１ その他には、資源・環境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△1,270百万

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

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 168,663 68,869 11,872 1,179 989 251,572 ― 251,572

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,223 308 9,909 33 403 18,876 △18,876 ―

計 176,886 69,178 21,780 1,212 1,392 270,448 △18,876 251,572

セグメント利益
又は損失（△）

2,630 299 1,459 △33 150 4,504 △1,362 3,142

（注）１ その他には、資源・環境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△1,198百万

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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