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（百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年３月期第３四半期 9,671 △19.0 △61 － △44 － △66 －
2020年３月期第３四半期 11,935 5.7 103 202.5 126 113.7 70 △36.9

（注）包括利益 2021年３月期第３四半期 △88百万円（－％） 2020年３月期第３四半期 68百万円（△11.7％）

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭
2021年３月期第３四半期 △98.57 －
2020年３月期第３四半期 105.89 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 8,472 3,365 39.7

2020年３月期 8,806 3,487 39.6

（参考）自己資本 2021年３月期第３四半期 3,364百万円 2020年３月期 3,486百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2020年３月期 － 0.00 － 50.00 50.00
2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期（予想） 50.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 13,600 △13.6 30 △80.6 40 △77.5 30 △71.0 44.80

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期３Ｑ 735,344株 2020年３月期 735,344株

②  期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 65,767株 2020年３月期 65,756株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 669,584株 2020年３月期３Ｑ 666,759株

※  注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての

注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。
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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我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化し、経済活動が

　　　大きく抑制されて極めて厳しい環境が続きました。

　国内紙流通業界におきましても、各種イベントの中止や規模縮小が相次ぐ中、チラシ・パンフレット等の印刷

用紙需要が大幅に減少し、急速なデジタル化の進展と併せて一層厳しさを増しております。

　　　　このような状況下で当社グループは、顧客への訪問が制限される中、テレワークや時差出勤などを活用して感染

　　　予防に努めながら営業活動を展開してまいりました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高9,671百万円（前年同期比19.0％減）、営業損失61

百万円、経常損失44百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失66百万円となりました。

　売上高をセグメント別にみますと、洋紙卸売事業が9,585百万円（前年同期比19.0％減）、物流事業が203百万円

（前年同期比18.6％減）、不動産賃貸事業が91百万円（前年同期比0.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて333百万円減少し8,472百万円と

なりました。これは主に売掛債権及び商品の減少によるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べて211百万円減少し5,107百万円となりました。これは主に買掛債務の減少に

よるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べて122百万円減少し3,365百万円となりました。これは主に利益剰余金の

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

　2020年10月29日の「業績予想に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 735,821 887,119

受取手形及び売掛金 2,827,469 2,419,973

電子記録債権 437,397 752,676

商品 1,092,238 947,688

未収入金 488,695 324,022

その他 71,128 40,196

貸倒引当金 △4,883 △4,116

流動資産合計 5,647,867 5,367,561

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 891,312 904,421

機械装置及び運搬具（純額） 24,862 29,230

土地 1,122,057 1,122,057

その他（純額） 5,438 9,786

有形固定資産合計 2,043,670 2,065,495

無形固定資産

のれん 318,856 288,963

その他 10,091 14,807

無形固定資産合計 328,948 303,771

投資その他の資産

投資有価証券 363,043 342,455

出資金 215,351 215,351

繰延税金資産 126,159 104,255

その他 81,670 74,035

投資その他の資産合計 786,224 736,098

固定資産合計 3,158,843 3,105,365

資産合計 8,806,711 8,472,926

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,571,425 4,502,178

電子記録債務 164,268 129,936

賞与引当金 35,137 2,700

その他 190,459 117,251

流動負債合計 4,961,290 4,752,067

固定負債

退職給付に係る負債 318,706 308,711

その他 39,231 46,733

固定負債合計 357,937 355,445

負債合計 5,319,228 5,107,512

純資産の部

株主資本

資本金 2,381,052 2,381,052

資本剰余金 782,473 782,473

利益剰余金 658,008 558,526

自己株式 △238,705 △238,756

株主資本合計 3,582,829 3,483,295

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △96,116 △118,643

その他の包括利益累計額合計 △96,116 △118,643

非支配株主持分 770 761

純資産合計 3,487,483 3,365,414

負債純資産合計 8,806,711 8,472,926
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

売上高 11,935,664 9,671,316

売上原価 10,334,049 8,483,643

売上総利益 1,601,614 1,187,673

販売費及び一般管理費 1,497,922 1,249,203

営業利益又は営業損失（△） 103,692 △61,530

営業外収益

受取利息 10 4

受取配当金 19,823 20,496

設備賃貸料 5,723 5,723

貸倒引当金戻入額 － 767

保証債務取崩額 － 571

助成金収入 － 101,944

その他 2,316 2,933

営業外収益合計 27,874 132,442

営業外費用

手形売却損 3,717 4,308

支払手数料 1,500 1,500

休業手当 － 108,710

その他 278 671

営業外費用合計 5,495 115,190

経常利益又は経常損失（△） 126,071 △44,279

特別利益

投資有価証券売却益 － 10,527

受取保険金 115,236 －

特別利益合計 115,236 10,527

特別損失

固定資産除却損 100 －

災害による損失 113,324 －

特別損失合計 113,424 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
127,882 △33,751

法人税、住民税及び事業税 53,654 10,355

法人税等調整額 3,630 21,904

法人税等合計 57,284 32,260

四半期純利益又は四半期純損失（△） 70,598 △66,011

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △5 △8

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
70,603 △66,003

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 70,598 △66,011

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,428 △22,526

その他の包括利益合計 △2,428 △22,526

四半期包括利益 68,169 △88,538

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 68,174 △88,529

非支配株主に係る四半期包括利益 △5 △8

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。
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