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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国等の景気が下振れすることにより下押しされる懸念が

あったものの、政府による各種政策の効果もあり、緩やかな回復基調で推移しました。

こうした状況のなか当社グループは、今後も市場の成長が見込まれる衛生材料分野を中心に積極的な販売拡大を

推し進めるとともに、生産効率の改善に取り組むことで、業績の向上に努めてまいりました。これらの取り組みに

加え、当社の主要原材料である輸入パルプや燃料の価格が円高の影響もあり軟調に推移したことにより、当第１四

半期連結累計期間の売上高は31億51百万円(前年同期比10.3％増)、営業利益は３億30百万円(同132.0％増)、経常利

益は３億30百万円(同109.7％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億27百万円(同92.7％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。

ａ．不織布関連事業

パルプ不織布原反は、ドリップ吸収シート向け製品や衛生材料向け製品の販売が堅調に推移したことにより売

上高、利益ともに増加しました。パルプ不織布加工品は、クッキングペーパーの販売が増加したことや価格修正

が進んだことにより売上高、利益ともに増加しました。化合繊不織布は、前連結会計年度に増設した生産設備が

順調に稼働し、紙オムツ向け製品やペットシーツ向け製品の販売が好調に推移したことにより売上高が増加しま

した。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は19億68百万円(前年同期比19.6％増)、セグメント利益は３億

８百万円(同41.4％増)となりました。

ｂ．紙関連事業

衛生用紙は、紙オムツ向け製品の販売が好調に推移したものの、事業の収益性を改善するために一部の製品の

販売を減らしたことにより売上高は減少しました。一方、前連結会計年度に行った販売価格の修正が浸透したこ

とに加え、ここに来て原材料価格が円高の影響もあり軟調に推移したことにより利益は増加しました。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は11億82百万円(前年同期比2.4％減)、セグメント利益は２億15

百万円(同85.0％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

ａ．資産

総資産は、前連結会計年度末と比べ56百万円増加して120億５百万円となりました。これは主に、電子記録債権

が４億37百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が２億73百万円、機械装置及び運搬具が１億13百万円減少し

たことによるものであります。

ｂ．負債

負債は、前連結会計年度末と比べ80百万円減少して59億87百万円となりました。これは主に、流動負債のその

他に含まれる未払金が77百万円増加したこと、長期借入金が１億47百万円減少したことによるものであります。

ｃ．純資産

純資産は、前連結会計年度末と比べ１億36百万円増加して60億18百万円となりました。これは主に利益剰余金

が１億49百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は50.1％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

平成29年３月期の業績予想につきましては、現時点において平成28年５月11日に公表しました業績予想に変更

はございません。
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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)

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)を当第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１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を当第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,202,109 1,198,620

受取手形及び売掛金 3,242,805 2,969,531

電子記録債権 799,435 1,236,918

商品及び製品 330,653 370,102

仕掛品 8,691 4,191

原材料及び貯蔵品 469,398 436,881

その他 158,991 110,516

貸倒引当金 △1,993 △3,598

流動資産合計 6,210,092 6,323,162

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,777,794 3,780,054

減価償却累計額 △1,960,088 △1,987,097

建物及び構築物（純額） 1,817,706 1,792,956

機械装置及び運搬具 7,813,417 7,816,669

減価償却累計額 △5,455,544 △5,572,598

機械装置及び運搬具（純額） 2,357,873 2,244,071

土地 1,070,120 1,070,120

建設仮勘定 87,019 138,117

その他 326,401 345,226

減価償却累計額 △237,751 △239,434

その他（純額） 88,649 105,791

有形固定資産合計 5,421,370 5,351,057

無形固定資産 13,293 48,307

投資その他の資産

その他 345,982 324,359

貸倒引当金 △40,929 △40,929

投資その他の資産合計 305,053 283,429

固定資産合計 5,739,716 5,682,794

資産合計 11,949,809 12,005,957
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,193,560 2,204,047

1年内返済予定の長期借入金 406,274 406,274

未払法人税等 108,909 123,150

賞与引当金 123,305 64,335

役員賞与引当金 23,000 7,500

その他 536,620 661,988

流動負債合計 3,391,669 3,467,295

固定負債

長期借入金 2,337,540 2,189,542

退職給付に係る負債 134,688 138,470

その他 204,307 192,143

固定負債合計 2,676,536 2,520,157

負債合計 6,068,205 5,987,452

純資産の部

株主資本

資本金 593,660 593,660

資本剰余金 603,260 603,260

利益剰余金 4,697,239 4,846,306

自己株式 △69,678 △69,717

株主資本合計 5,824,480 5,973,508

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 41,259 26,146

為替換算調整勘定 15,862 18,850

その他の包括利益累計額合計 57,122 44,997

純資産合計 5,881,603 6,018,505

負債純資産合計 11,949,809 12,005,957

決算短信（宝印刷） 2016年08月03日 13時25分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



ハビックス株式会社(3895) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

― 6 ―

（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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 2,857,712 3,151,196

売上原価 2,330,307 2,419,075

売上総利益 527,404 732,121

販売費及び一般管理費 384,794 401,217

営業利益 142,610 330,904

営業外収益

受取利息 44 40

受取配当金 4,317 3,892

為替差益 13,161 -

故紙売却収入 2,294 2,169

その他 2,968 1,912

営業外収益合計 22,786 8,014

営業外費用

支払利息 6,202 5,494

為替差損 - 2,480

その他 1,692 668

営業外費用合計 7,895 8,643

経常利益 157,501 330,276

特別利益

投資有価証券売却益 12,401 -

特別利益合計 12,401 -

税金等調整前四半期純利益 169,903 330,276

法人税、住民税及び事業税 79,924 129,351

法人税等調整額 △27,904 △26,188

法人税等合計 52,019 103,162

四半期純利益 117,883 227,113

親会社株主に帰属する四半期純利益 117,883 227,113
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 117,883 227,113

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,823 △15,113

為替換算調整勘定 10,471 2,987

その他の包括利益合計 15,295 △12,125

四半期包括利益 133,179 214,988

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 133,179 214,988

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６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

報告セグメント 調整額
（千円）
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
（千円）
(注)２

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業
(千円)

合計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 1,645,093 1,212,618 2,857,712 ― 2,857,712

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,645,093 1,212,618 2,857,712 ― 2,857,712

セグメント利益 218,444 116,662 335,106 △192,496 142,610

(注) １ セグメント利益の調整額△192,496千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。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。

２ 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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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 調整額
（千円）
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
（千円）
(注)２

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業
(千円)

合計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 1,968,229 1,182,967 3,151,196 ― 3,151,196

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,968,229 1,182,967 3,151,196 ― 3,151,196

セグメント利益 308,950 215,858 524,809 △193,904 330,904

(注) １ セグメント利益の調整額△193,904千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。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。

２ 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。

２ 報告セグメントの変更等に関する事項

「会計方針の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間に「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」を適用し、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、この変更によるセグメント損益に与える影響は軽微であります。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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