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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２四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。当社を取り巻く環境は、輸入パルプや原油の価格の上昇に加え、円安の影響もあり

厳しい状況で推移しました。

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販売拡大を推し進めるとともに、

引き続き生産効率の改善に取り組んでまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は64億86百万

円(前年同期比2.5％増)、営業利益は６億72百万円(同5.8％減)、経常利益は６億77百万円(同4.0％減)、親会社株主

に帰属する四半期純利益は５億９百万円(同3.3％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２四半期連結累計期間の売上高は38億24百万円(前年同期比3.2％減)、セグメント利益は７億20

百万円(同8.2％増)となりました。

ｂ．紙関連事業

衛生用紙は、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、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好調に推移したこと等により売上高は増加したものの、円安等の影響で原燃料価格

が上昇したこと等により利益は減少しました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は26億61百万円(前年同期比11.9％増)、セグメント利益は４億

８百万円(同11.8％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

ａ．資産

総資産は、前連結会計年度末と比べ25百万円増加して133億71百万円となりました。これは主に、受取手形及び

売掛金が２億89百万円増加したこと、機械装置及び運搬具が２億37百万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３億55百万円減少して61億26百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が５億３百万円増加したこと、未払法人税等が１億91百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が１

億21百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税が１億79万円、長期借入金が２億42百万円、固定負債のそ

の他に含まれる長期未払金が１億59百万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３億81百万円増加して72億44百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が３億69百万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54.2％となりました。

　

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より

４億61百万円減少して10億27百万円となりました。

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により獲得した資金は４億53百万円(前年同期比１億86百万円減)となりました。これは、税金等調整

前当期純利益６億77百万円、仕入債務の増加５億３百万円等による資金の増加と、売上債権の増加４億32百万円、

法人税等の支払３億43百万円等による資金の減少によるものであります。
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ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により使用した資金は５億31百万円(前年同期比２億87百万円増)となりました。これは、定期預金の

預入による支出７億12百万円、定期預金の払戻による収入４億３百万円、無形固定資産の取得による支出１億34

百万円等によるものであります。

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用した資金は３億83百万円(前年同期は３億５百万円の獲得)となりました。これは、長期借

入金の返済２億39百万円、配当金の支払１億40百万円等による資金の減少によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

下期は原材料価格のさらなる上昇が見込まれ、厳しい環境となることが予想されるため、平成29年５月10日に

公表しました通期の業績予想は変更しておりません。
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,324,464 2,175,427

受取手形及び売掛金 3,053,000 3,342,864

電子記録債権 1,417,104 1,560,194

商品及び製品 274,171 308,914

仕掛品 7,135 11,767

原材料及び貯蔵品 417,041 341,138

その他 118,313 78,997

貸倒引当金 △3,591 △3,450

流動資産合計 7,607,640 7,815,854

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,983,603 4,000,279

減価償却累計額 △2,057,477 △2,114,173

建物及び構築物（純額） 1,926,126 1,886,106

機械装置及び運搬具 7,538,496 7,547,855

減価償却累計額 △5,327,094 △5,573,518

機械装置及び運搬具（純額） 2,211,401 1,974,337

土地 1,070,120 1,072,488

建設仮勘定 18,496 -

その他 339,795 382,604

減価償却累計額 △260,408 △277,519

その他（純額） 79,386 105,084

有形固定資産合計 5,305,531 5,038,015

無形固定資産 209,186 243,120

投資その他の資産

その他 264,990 315,990

貸倒引当金 △41,385 △41,385

投資その他の資産合計 223,604 274,604

固定資産合計 5,738,322 5,555,740

資産合計 13,345,963 13,371,595
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,019,888 2,523,859

1年内返済予定の長期借入金 482,548 485,882

未払法人税等 354,479 162,792

賞与引当金 130,504 132,869

役員賞与引当金 43,000 15,000

その他 687,615 433,776

流動負債合計 3,718,036 3,754,179

固定負債

長期借入金 2,408,519 2,165,578

退職給付に係る負債 144,594 145,248

その他 211,204 61,931

固定負債合計 2,764,318 2,372,758

負債合計 6,482,354 6,126,937

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 6,032,683

自己株式 △69,717 △69,717

株主資本合計 6,790,800 7,159,886

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 68,106

為替換算調整勘定 17,854 16,665

その他の包括利益累計額合計 72,808 84,771

純資産合計 6,863,608 7,244,657

負債純資産合計 13,345,963 13,371,595
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 6,329,893 6,486,087

売上原価 4,784,635 4,923,631

売上総利益 1,545,258 1,562,456

販売費及び一般管理費 831,074 889,624

営業利益 714,184 672,832

営業外収益

受取利息 100 597

受取配当金 4,653 2,331

為替差益 - 3,840

故紙売却収入 3,975 3,412

その他 4,749 4,842

営業外収益合計 13,478 15,024

営業外費用

支払利息 10,569 9,693

為替差損 9,608 -

その他 2,345 1,029

営業外費用合計 22,523 10,723

経常利益 705,138 677,132

税金等調整前四半期純利益 705,138 677,132

法人税、住民税及び事業税 245,050 163,066

法人税等調整額 △33,239 4,496

法人税等合計 211,810 167,562

四半期純利益 493,328 509,569

親会社株主に帰属する四半期純利益 493,328 509,569
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 493,328 509,569

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,859 13,153

為替換算調整勘定 8,166 △1,189

その他の包括利益合計 △1,693 11,963

四半期包括利益 491,635 521,533

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 491,635 521,533

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 705,138 677,132

減価償却費 316,125 340,927

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,881 △140

賞与引当金の増減額（△は減少） 59,820 2,365

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,900 △28,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,986 654

受取利息及び受取配当金 △4,753 △2,928

支払利息 10,569 9,693

売上債権の増減額（△は増加） △436,911 △432,699

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,741 36,583

仕入債務の増減額（△は減少） △132,547 503,885

未収消費税等の増減額（△は増加） 57,767 -

未払消費税等の増減額（△は減少） 106,741 △179,050

長期未払金の増減額（△は減少） - △157,747

その他 31,055 34,308

小計 762,516 804,983

利息及び配当金の受取額 4,770 2,402

利息の支払額 △11,360 △9,812

法人税等の支払額 △115,844 △343,617

営業活動によるキャッシュ・フロー 640,082 453,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △403,494 △712,409

定期預金の払戻による収入 298,531 403,494

有形固定資産の取得による支出 △202,180 △56,101

無形固定資産の取得による支出 △46,774 △134,592

投資有価証券の取得による支出 - △32,223

出資金の回収による収入 100,000 -

その他 9,666 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △244,251 △531,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 600,000 -

長期借入金の返済による支出 △209,805 △239,607

配当金の支払額 △78,356 △140,733

その他 △6,605 △3,657

財務活動によるキャッシュ・フロー 305,233 △383,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △703 41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 700,360 △461,801

現金及び現金同等物の期首残高 571,525 1,488,860

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,271,886 1,027,058
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（４）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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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 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 3,951,203 2,378,689 6,329,893 ― 6,329,893

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,951,203 2,378,689 6,329,893 ― 6,329,893

セグメント利益 665,639 463,704 1,129,343 △415,159 714,184

(注) １ セグメント利益の調整額△415,159千円は、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２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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 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 3,824,286 2,661,801 6,486,087 ― 6,486,087

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,824,286 2,661,801 6,486,087 ― 6,486,087

セグメント利益 720,254 408,866 1,129,121 △456,289 672,832

(注) １ セグメント利益の調整額△456,289千円は、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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