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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、海外の政治・経済情勢不安や地政学的リスクの高まりによる

影響が懸念される中、政府による各種政策の効果もあり企業収益や雇用状況の改善がみられるなど、引き続き緩や

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、市場の成長が続く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より、当第１

四半期連結累計期間の売上高は32億49百万円(前年同期比3.1％増)、営業利益は３億41百万円(同3.1％増)、経常利

益は３億43百万円(同4.1％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億81百万円(同24.2％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、事業の収益性を向上させるために一部のおしぼり向け製品の販売を減らしたことやドリ

ップ吸収シートの販売が減少したこと等により売上高、利益ともに減少しました。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により売上高、利益ともに増加しました。化合繊不織布は、事業の収益性

を向上させるために一部製品の販売を停止したことにより売上高は減少したものの、生産効率の改善等もあり利

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18億98百万円(前年同期比3.6％減)、セグメント利益は３億46

百万円(同12.1％増)となりました。

ｂ．紙関連事業

衛生用紙は、紙おむつ向け製品をはじめとした衛生材料向け製品の販売が堅調に推移したことや前連結会計年

度に増設した海津工場の生産設備が順調に稼働したこと等により売上高、利益ともに増加しました。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は13億51百万円(前年同期比14.2％増)、セグメント利益は２億

29百万円(同6.3％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１億15百万円減少して132億30百万円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が１億33百万円増加したこと、現金及び預金が１億63百万円、機械装置及び運搬具が１億18百万円減

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２億57百万円減少して62億24百万円となりました。これは主に、短期借入金

が３億円増加したこと、未払法人税等が２億83百万円、長期借入金が１億67百万円、固定負債のその他に含まれ

る長期未払金が１億58百万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１億42百万円増加して70億５百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が１億41百万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53.0％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30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29年５月10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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,324,464 2,161,350

受取手形及び売掛金 3,053,000 3,186,654

電子記録債権 1,417,104 1,443,200

商品及び製品 274,171 284,934

仕掛品 7,135 4,939

原材料及び貯蔵品 417,041 379,940

その他 118,313 101,573

貸倒引当金 △3,591 △3,450

流動資産合計 7,607,640 7,559,142

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,983,603 3,990,732

減価償却累計額 △2,057,477 △2,086,001

建物及び構築物（純額） 1,926,126 1,904,731

機械装置及び運搬具 7,538,496 7,544,439

減価償却累計額 △5,327,094 △5,451,321

機械装置及び運搬具（純額） 2,211,401 2,093,118

土地 1,070,120 1,072,488

建設仮勘定 18,496 18,496

その他 339,795 349,008

減価償却累計額 △260,408 △267,405

その他（純額） 79,386 81,603

有形固定資産合計 5,305,531 5,170,437

無形固定資産 209,186 243,535

投資その他の資産

その他 264,990 298,705

貸倒引当金 △41,385 △41,385

投資その他の資産合計 223,604 257,320

固定資産合計 5,738,322 5,671,293

資産合計 13,345,963 13,230,435
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,019,888 2,172,591

短期借入金 - 300,000

1年内返済予定の長期借入金 482,548 482,548

未払法人税等 354,479 71,307

賞与引当金 130,504 65,778

役員賞与引当金 43,000 7,500

その他 687,615 677,479

流動負債合計 3,718,036 3,777,206

固定負債

長期借入金 2,408,519 2,240,620

退職給付に係る負債 144,594 148,201

その他 211,204 58,702

固定負債合計 2,764,318 2,447,524

負債合計 6,482,354 6,224,730

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 5,663,598 5,805,110

自己株式 △69,717 △69,717

株主資本合計 6,790,800 6,932,312

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 54,953 56,013

為替換算調整勘定 17,854 17,378

その他の包括利益累計額合計 72,808 73,391

純資産合計 6,863,608 7,005,704

負債純資産合計 13,345,963 13,230,435
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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：千円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 3,151,196 3,249,079

売上原価 2,419,075 2,452,676

売上総利益 732,121 796,402

販売費及び一般管理費 401,217 455,301

営業利益 330,904 341,101

営業外収益

受取利息 40 31

受取配当金 3,892 2,002

為替差益 - 3,172

故紙売却収入 2,169 1,583

その他 1,912 1,733

営業外収益合計 8,014 8,523

営業外費用

支払利息 5,494 4,935

為替差損 2,480 -

その他 668 771

営業外費用合計 8,643 5,706

経常利益 330,276 343,917

税金等調整前四半期純利益 330,276 343,917

法人税、住民税及び事業税 129,351 79,517

法人税等調整額 △26,188 △17,596

法人税等合計 103,162 61,920

四半期純利益 227,113 281,996

親会社株主に帰属する四半期純利益 227,113 281,996
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 227,113 281,996

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,113 1,059

為替換算調整勘定 2,987 △475

その他の包括利益合計 △12,125 583

四半期包括利益 214,988 282,580

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 214,988 282,580

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28年４月１日 至 平成28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 1,968,229 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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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 1,898,058 1,351,020 3,249,079 ― 3,249,079

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,898,058 1,351,020 3,249,079 ― 3,249,079

セグメント利益 346,236 229,505 575,741 △234,640 341,101

(注) １ セグメント利益の調整額△234,640千円は、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。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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