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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、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、緩やかな回復基調で推移しました。一方、当社グループを取り巻く環境は、パルプ価格や原油価

格の上昇により厳しい状況となりました。

こうした状況のなか当社グループは、衛生材料分野を中心に販売拡大を推し進め、売上高は32億81百万円(前年同

期比1.0％増)となりました。利益面につきましては、パルプ価格や原油価格の上昇の影響により、営業利益は２億

46百万円(同27.7％減)、経常利益は２億49百万円(同27.5％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億73百万

円(同38.6％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、ドリップ吸収シート向け製品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減少したことにより売上高、利益ともに減少しま

した。化合繊不織布は、一部の紙おむつ向け製品が軟調に推移したものの、生産効率が改善したことやコスメ向

け製品の販売を開始したことにより売上高、利益ともに増加しました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は18億66百万円(前年同期比1.7％減)、セグメント利益は３億43百万円(同

0.7％減)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等により売上高

は増加しました。一方で、パルプ価格や原油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、当連結会計年度の売上高は14億15百万円(前年同期比4.8％増)、セグメント利益は１億７百万円(同

53.0％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３億47百万円増加して140億81百万円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が55百万円、電子記録債権が63百万円、商品及び製品が61百万円、原材料及び貯蔵品が２億58百万円、

土地が41百万円増加したこと、機械装置及び運搬具が１億19百万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２億84百万円増加して64億68百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が３億70百万円、流動負債のその他に含まれる未払費用が１億50百万円増加したこと、賞与引当金が69

百万円、長期借入金が１億67百万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62百万円増加して76億13百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

56百万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54.1％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31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30年５月９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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,829,361 2,853,410

受取手形及び売掛金 3,103,772 3,159,513

電子記録債権 1,552,898 1,616,405

商品及び製品 306,347 367,579

仕掛品 12,965 16,712

原材料及び貯蔵品 595,424 853,605

その他 40,748 12,949

貸倒引当金 △3,450 △3,450

流動資産合計 8,438,067 8,876,726

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,968,369 3,967,582

減価償却累計額 △2,127,504 △2,154,384

建物及び構築物（純額） 1,840,864 1,813,198

機械装置及び運搬具 7,586,141 7,588,983

減価償却累計額 △5,825,927 △5,947,775

機械装置及び運搬具（純額） 1,760,214 1,641,208

土地 1,074,095 1,115,749

建設仮勘定 11,107 19,806

その他 392,087 391,033

減価償却累計額 △297,878 △305,577

その他（純額） 94,209 85,456

有形固定資産合計 4,780,491 4,675,417

無形固定資産 216,970 206,968

投資その他の資産

その他 340,679 364,272

貸倒引当金 △41,390 △41,390

投資その他の資産合計 299,288 322,881

固定資産合計 5,296,750 5,205,268

資産合計 13,734,817 14,081,994
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,914,121 3,285,033

1年内返済予定の長期借入金 485,882 485,882

未払法人税等 101,606 97,601

賞与引当金 145,372 75,421

役員賞与引当金 30,000 6,000

その他 408,681 587,198

流動負債合計 4,085,663 4,537,136

固定負債

長期借入金 1,922,637 1,754,738

退職給付に係る負債 141,468 145,576

その他 33,401 30,593

固定負債合計 2,097,507 1,930,908

負債合計 6,183,171 6,468,044

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 6,356,893 6,412,993

自己株式 △69,717 △69,717

株主資本合計 7,484,096 7,540,195

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 54,691 59,508

為替換算調整勘定 12,858 14,245

その他の包括利益累計額合計 67,550 73,753

純資産合計 7,551,646 7,613,949

負債純資産合計 13,734,817 14,081,994
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 3,249,079 3,281,384

売上原価 2,452,676 2,622,625

売上総利益 796,402 658,759

販売費及び一般管理費 455,301 412,096

営業利益 341,101 246,662

営業外収益

受取利息 31 323

受取配当金 2,002 2,217

為替差益 3,172 1,982

故紙売却収入 1,583 1,452

その他 1,733 1,227

営業外収益合計 8,523 7,203

営業外費用

支払利息 4,935 4,084

その他 771 381

営業外費用合計 5,706 4,466

経常利益 343,917 249,400

税金等調整前四半期純利益 343,917 249,400

法人税、住民税及び事業税 79,517 105,035

法人税等調整額 △17,596 △28,805

法人税等合計 61,920 76,230

四半期純利益 281,996 173,170

親会社株主に帰属する四半期純利益 281,996 173,170
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

四半期純利益 281,996 173,170

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,059 4,816

為替換算調整勘定 △475 1,386

その他の包括利益合計 583 6,203

四半期包括利益 282,580 179,373

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 282,580 179,373

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。

　

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30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 1,866,140 1,415,244 3,281,384 ― 3,281,384

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,866,140 1,415,244 3,281,384 ― 3,281,384

セグメント利益 343,646 107,820 451,466 △204,803 246,662

(注) １ セグメント利益の調整額△204,803千円は、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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