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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３四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。一方で当社を取り巻く環境は、輸入パルプや原油の価格のさらなる上昇に加え、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３四半期連結累計期間の売上高は98億30百万

円(前年同期比2.6％増)、営業利益は９億73百万円(同16.6％減)、経常利益は９億82百万円(同15.2％減)、親会社株

主に帰属する四半期純利益は７億17百万円(同10.7％減)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、紙おむつ向

け製品の販売が堅調に推移したものの、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

売上高は減少しました。一方で、収益性の向上に加え生産効率の改善等の効果もあり利益は増加しました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は58億36百万円(前年同期比1.5％減)、セグメント利益は10億78

百万円(同3.4％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堅調に推移したこと等により売上高は増加しました。一方で、輸入パルプや原油の

価格の上昇と円安等の影響で原燃料の仕入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３四半期連結累計期間の売上高は39億93百万円(前年同期比9.4％増)、セグメント利益は５億69

百万円(同22.9％減)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61百万円増加して134億７百万円となりました。これは主に、受取手形及び

売掛金が２億28百万円、電子記録債権が２億２百万円増加したこと、機械装置及び運搬具が３億54百万円減少し

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５億31百万円減少して59億51百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が６億73百万円増加したこと、未払法人税等が３億45百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が１

億18百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税が１億74万円、長期借入金が４億10百万円、固定負債のそ

の他に含まれる長期未払金が１億60百万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５億92百万円増加して74億55百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が５億76百万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55.6％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

通期の業績予想につきましては、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。

　第４四半期連結会計期間においては想定を上回る輸入パルプ価格の上昇が続き、当社グループを取り巻く環境は

厳しい状況となることが予想されます。
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,324,464 2,363,715

受取手形及び売掛金 3,053,000 3,281,561

電子記録債権 1,417,104 1,619,505

商品及び製品 274,171 282,961

仕掛品 7,135 16,573

原材料及び貯蔵品 417,041 387,652

その他 118,313 53,938

貸倒引当金 △3,591 △3,450

流動資産合計 7,607,640 8,002,457

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,983,603 3,960,025

減価償却累計額 △2,057,477 △2,099,163

建物及び構築物（純額） 1,926,126 1,860,862

機械装置及び運搬具 7,538,496 7,555,877

減価償却累計額 △5,327,094 △5,699,102

機械装置及び運搬具（純額） 2,211,401 1,856,775

土地 1,070,120 1,074,095

建設仮勘定 18,496 5,137

その他 339,795 382,179

減価償却累計額 △260,408 △287,548

その他（純額） 79,386 94,630

有形固定資産合計 5,305,531 4,891,501

無形固定資産 209,186 230,154

投資その他の資産

その他 264,990 324,573

貸倒引当金 △41,385 △41,385

投資その他の資産合計 223,604 283,187

固定資産合計 5,738,322 5,404,843

資産合計 13,345,963 13,407,301

決算短信（宝印刷） 2018年02月01日 14時59分 3ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



ハビックス株式会社(3895) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

― 4 ―

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,019,888 2,693,053

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 9,468

賞与引当金 130,504 72,491

役員賞与引当金 43,000 27,000

その他 687,615 461,999

流動負債合計 3,718,036 3,749,894

固定負債

長期借入金 2,408,519 1,997,679

退職給付に係る負債 144,594 140,213

その他 211,204 63,555

固定負債合計 2,764,318 2,201,448

負債合計 6,482,354 5,951,343

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 6,240,156

自己株式 △69,717 △69,717

株主資本合計 6,790,800 7,367,358

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 74,075

為替換算調整勘定 17,854 14,523

その他の包括利益累計額合計 72,808 88,599

純資産合計 6,863,608 7,455,958

負債純資産合計 13,345,963 13,407,301
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 9,578,355 9,830,506

売上原価 7,163,788 7,528,953

売上総利益 2,414,566 2,301,552

販売費及び一般管理費 1,246,308 1,327,804

営業利益 1,168,258 973,748

営業外収益

受取利息 140 921

受取配当金 6,112 4,221

為替差益 - 6,309

故紙売却収入 5,708 5,348

その他 8,347 7,038

営業外収益合計 20,309 23,839

営業外費用

支払利息 15,723 14,195

為替差損 11,213 -

その他 3,210 1,287

営業外費用合計 30,147 15,482

経常利益 1,158,420 982,105

税金等調整前四半期純利益 1,158,420 982,105

法人税、住民税及び事業税 344,165 228,320

法人税等調整額 11,570 36,742

法人税等合計 355,736 265,062

四半期純利益 802,683 717,042

親会社株主に帰属する四半期純利益 802,683 717,042
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 802,683 717,042

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18,479 19,121

為替換算調整勘定 8,564 △3,330

その他の包括利益合計 27,044 15,790

四半期包括利益 829,727 732,833

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 829,727 732,833

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３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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 5,927,052 3,651,302 9,578,355 ― 9,578,355

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,927,052 3,651,302 9,578,355 ― 9,578,355

セグメント利益 1,043,278 738,221 1,781,500 △613,242 1,168,258

(注) １ セグメント利益の調整額△613,242千円は、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３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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 5,836,552 3,993,953 9,830,506 ― 9,830,506

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,836,552 3,993,953 9,830,506 ― 9,830,506

セグメント利益 1,078,487 569,273 1,647,761 △674,013 973,748

(注) １ セグメント利益の調整額△674,013千円は、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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