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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当社グループを取り巻く環境は、外食産業市場は一時のインバウンド需要が

落ち着いたものの堅調に推移しました。紙おむつ市場は、高齢化の進展に伴い大人用紙おむつの生産が引き続き増

加しましたが、ベビー用紙おむつは中国での電子商取引法の施行等の影響を受け輸出が減少したことにより国内生

産も軟調に推移しました。また、主要原材料であるパルプの価格動向については、衛生用紙向けパルプの価格が中

国での景気減速の影響等により下落傾向で推移した一方、パルプ不織布向けパルプの価格は国際的な需給バランス

により高い水準で推移しました。

このような環境のなか、当社グループは既存製品の販売拡大とコスト削減に取り組みました。その結果、当第１

四半期連結累計期間の売上高は3,246百万円(前年同期比1.1％減)、営業利益は210百万円(同14.6％減)、経常利益は

218百万円(同12.4％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は152百万円(同12.1％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

パルプ不織布は、前期に減少したドリップ吸収シート向け製品やクッキングペーパーの販売が回復基調で推移

したことにより売上高は増加しましたが、パルプの価格が高い水準で推移したことにより利益は減少しました。

化合繊不織布は、中国向けの輸出減少の影響を受け一部販売先へのベビー用紙おむつ向け製品の販売が減少した

こと等により売上高が減少し、また原材料価格が高い水準で推移したこと等により利益も減少しました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,907百万円(前年同期比2.2％増)、セグメント利益は299百万

円(同12.9％減)となりました。

ｂ．紙関連事業

衛生用紙は、中国向けの輸出減少の影響を受け一部販売先へのベビー用紙おむつ向け製品の販売が減少したこ

と等により売上高は減少しました。一方で、前期から推し進めてきた価格修正が浸透してきたことやパルプの価

格が下落傾向で推移したこと、コスト削減に取り組んだ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1,338百万円(前年同期比5.4％減)、セグメント利益は136百万

円(同26.8％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293百万円減少して14,886百万円となりました。これは主に、受取手形及び

売掛金が150百万円増加したこと、現金及び預金が160百万円、原材料及び貯蔵品が159百万円、機械装置及び運搬

具が91百万円、商品及び製品が51百万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309百万円減少して6,948百万円となりました。これは主に、流動負債のその

他に含まれる未払費用が140百万円増加したこと、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が190百万円、

長期借入金が167百万円、支払手形及び買掛金が80百万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16百万円増加して7,938百万円となりました。これは主に、利益剰余金が27

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53.3％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

2020年３月期の業績予想につきましては、現時点において2019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。

   



ハビックス株式会社(3895) 2020年３月期 第１四半期決算短信

― 3 ―

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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,452,236 3,291,954

受取手形及び売掛金 2,686,558 2,837,003

電子記録債権 1,757,246 1,765,184

商品及び製品 410,347 358,445

仕掛品 10,350 17,653

原材料及び貯蔵品 743,560 584,247

その他 42,591 41,467

貸倒引当金 △3,450 △3,450

流動資産合計 9,099,440 8,892,504

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,049,324 4,052,663

減価償却累計額 △2,213,933 △2,240,805

建物及び構築物（純額） 1,835,390 1,811,857

機械装置及び運搬具 7,613,012 7,624,111

減価償却累計額 △6,311,477 △6,413,991

機械装置及び運搬具（純額） 1,301,535 1,210,119

土地 1,175,984 1,175,984

建設仮勘定 1,232,077 1,270,658

その他 384,772 391,415

減価償却累計額 △323,977 △333,394

その他（純額） 60,795 58,020

有形固定資産合計 5,605,783 5,526,640

無形固定資産 167,970 154,921

投資その他の資産

その他 348,083 353,900

貸倒引当金 △41,440 △41,440

投資その他の資産合計 306,642 312,460

固定資産合計 6,080,397 5,994,022

資産合計 15,179,837 14,886,526
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,557,208 2,476,529

1年内返済予定の長期借入金 626,176 626,176

未払法人税等 72,382 82,205

賞与引当金 133,667 67,005

役員賞与引当金 24,000 7,500

その他 1,063,266 1,067,268

流動負債合計 4,476,701 4,326,685

固定負債

長期借入金 2,596,461 2,428,562

退職給付に係る負債 151,262 158,566

その他 33,463 34,314

固定負債合計 2,781,186 2,621,442

負債合計 7,257,888 6,948,127

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 6,714,580 6,741,869

自己株式 △69,719 △69,719

株主資本合計 7,841,780 7,869,070

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 66,200 57,656

為替換算調整勘定 13,967 11,672

その他の包括利益累計額合計 80,168 69,328

純資産合計 7,921,949 7,938,399

負債純資産合計 15,179,837 14,886,526
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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 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

売上高 3,281,384 3,246,697

売上原価 2,622,625 2,602,137

売上総利益 658,759 644,560

販売費及び一般管理費 412,096 433,899

営業利益 246,662 210,660

営業外収益

受取利息 323 36

受取配当金 2,217 2,177

為替差益 1,982 2,266

試作品売却収入 318 4,749

故紙売却収入 1,452 1,689

補助金収入 ― 3,241

その他 908 697

営業外収益合計 7,203 14,856

営業外費用

支払利息 4,084 6,757

その他 381 235

営業外費用合計 4,466 6,992

経常利益 249,400 218,525

税金等調整前四半期純利益 249,400 218,525

法人税、住民税及び事業税 105,035 91,177

法人税等調整額 △28,805 △24,816

法人税等合計 76,230 66,360

四半期純利益 173,170 152,164

親会社株主に帰属する四半期純利益 173,170 152,164
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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 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

四半期純利益 173,170 152,164

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,816 △8,544

為替換算調整勘定 1,386 △2,295

その他の包括利益合計 6,203 △10,840

四半期包括利益 179,373 141,324

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 179,373 141,324

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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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 1,907,992 1,338,705 3,246,697 ― 3,246,697

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,907,992 1,338,705 3,246,697 ― 3,246,697

セグメント利益 299,196 136,668 435,865 △225,204 210,660

(注) １ セグメント利益の調整額△225,204千円は、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。

   


