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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）

(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 509,285 △0.8 31,192 △10.6 33,748 △7.4 23,120 △7.5

2020年3月期第3四半期 513,605 3.6 34,892 66.4 36,461 58.4 24,995 68.2

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　29,363百万円 （30.0％） 2020年3月期第3四半期　　22,587百万円 （160.8％）

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 93.38 ―

2020年3月期第3四半期 100.96 ―

(2) 連結財政状態

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 867,871 314,898 34.7

2020年3月期 820,109 288,820 33.9

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 301,249百万円 2020年3月期 278,254百万円

2. 配当の状況

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 ― 8.00 ― 12.00 20.00

2021年3月期 ― 12.00 ―

2021年3月期（予想） 12.00 24.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

（％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 697,000 1.9 40,000 △3.0 42,000 △2.8 28,000 0.8 113.09

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期3Q 271,056,029 株 2020年3月期 271,056,029 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 23,470,339 株 2020年3月期 23,468,551 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 247,586,826 株 2020年3月期3Q 247,588,688 株

(注)当社は第２四半期連結会計期間より、取締役等に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しており、当該信託口が保有する当社株式を自己株式に含
めて記載しております。

※ 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

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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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および業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、
【添付資料】P.3「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の連結業績につきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う景気悪

化の影響により、減収減益となりました。この結果、売上高509,285百万円(前年同期比0.8％減)、営

業利益31,192百万円(同10.6％減)、経常利益33,748百万円(同7.4％減)、親会社株主に帰属する四半

期純利益23,120百万円(同7.5％減)となりました。

当第３四半期連結累計期間におけるセグメントの概況は、次のとおりであります。

　［板紙・紙加工関連事業］

板紙・紙加工関連事業につきましては、食品や通販・宅配向けなどの需要に底堅さは見られるも

のの、景気悪化の影響により減収減益となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は328,194百万円(同4.7％減)、営業利益は22,986百万円(同

12.8％減)となりました。

　［軟包装関連事業］

軟包装関連事業につきましては、連結子会社が増加したことに加え、食品向け需要が増加したこ

となどにより、増収増益となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は61,127百万円(同5.8％増)、営業利益は3,126百万円(同11.5

％増)となりました。

　［重包装関連事業］

重包装関連事業につきましては、連結子会社が増加したことや固定費の削減により、増収増益と

なりました。

　この結果、当セグメントの売上高は32,427百万円(同6.9％増)、営業利益は1,500百万円(同25.2

％増)となりました。

　［海外関連事業］

海外関連事業につきましては、連結子会社が増加したことにより増収となりましたが、世界的な

新型コロナウイルス感染拡大に伴う需要低迷の影響を受け、減益となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は63,104百万円(同14.3％増)、営業利益は1,999百万円(同22.5

％減)となりました。

　［その他の事業］

その他の事業につきましては、貨物量減少に伴う運送事業の採算悪化等により、減収減益となり

ました。

　この結果、当セグメントの売上高は24,431百万円(同5.2％減)、営業利益は1,419百万円(同20.8

％減)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に売上債権の増加や株価上昇による投資有価証券の増

加により867,871百万円となり、前連結会計年度末に比べ47,762百万円増加しました。

　負債は、主に長短借入金の増加により552,973百万円となり、前連結会計年度末に比べ21,684百万

円増加しました。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加や、株価上昇に伴う

その他有価証券評価差額金の増加等により314,898百万円となり、前連結会計年度末に比べ26,078百

万円増加しました。

　この結果、自己資本比率は34.7％となり、前連結会計年度末に比べ0.8ポイント上昇しておりま

す。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、現時点では不確定要素が多いため、2020年５月13日に公表いたしました

業績予想を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：百万円)

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 40,014 47,541

受取手形及び売掛金 192,230 212,494

商品及び製品 25,373 25,600

仕掛品 3,583 3,503

原材料及び貯蔵品 21,003 22,101

その他 8,189 8,368

貸倒引当金 △667 △660

流動資産合計 289,727 318,948

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 257,002 265,677

減価償却累計額 △157,715 △164,604

建物及び構築物（純額） 99,286 101,072

機械装置及び運搬具 520,276 541,640

減価償却累計額 △407,336 △429,917

機械装置及び運搬具（純額） 112,940 111,722

土地 116,926 118,361

建設仮勘定 7,444 14,392

その他 36,987 38,973

減価償却累計額 △23,000 △24,542

その他（純額） 13,986 14,430

有形固定資産合計 350,584 359,980

無形固定資産

のれん 21,273 20,281

その他 17,151 16,321

無形固定資産合計 38,425 36,603

投資その他の資産

投資有価証券 120,113 130,909

長期貸付金 535 550

退職給付に係る資産 2,183 2,206

繰延税金資産 1,779 1,632

その他 17,840 18,069

貸倒引当金 △1,081 △1,027

投資その他の資産合計 141,372 152,339

固定資産合計 530,381 548,923

資産合計 820,109 867,871
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(単位：百万円)

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 110,888 118,072

短期借入金 111,033 111,327

1年内償還予定の社債 5,080 10,030

未払費用 24,778 24,311

未払法人税等 9,501 3,463

役員賞与引当金 259 -

その他 31,228 32,408

流動負債合計 292,769 299,614

固定負債

社債 75,060 65,045

長期借入金 122,603 141,861

繰延税金負債 16,942 21,501

役員退職慰労引当金 986 641

役員株式給付引当金 - 185

退職給付に係る負債 13,823 14,556

その他 9,104 9,566

固定負債合計 238,519 253,358

負債合計 531,289 552,973

純資産の部

株主資本

資本金 31,066 31,066

資本剰余金 33,388 33,722

利益剰余金 193,183 210,366

自己株式 △11,945 △12,252

株主資本合計 245,694 262,903

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 23,655 32,700

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 7,887 4,611

退職給付に係る調整累計額 1,017 1,034

その他の包括利益累計額合計 32,560 38,346

非支配株主持分 10,565 13,649

純資産合計 288,820 314,898

負債純資産合計 820,109 867,871
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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：百万円)
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 513,605 509,285

売上原価 412,058 409,350

売上総利益 101,546 99,934

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 16,100 16,515

給料及び手当 19,367 21,028

のれん償却額 813 1,496

その他 30,373 29,700

販売費及び一般管理費合計 66,654 68,741

営業利益 34,892 31,192

営業外収益

受取利息 303 291

受取配当金 1,727 1,669

持分法による投資利益 1,511 2,116

その他 1,247 1,471

営業外収益合計 4,790 5,549

営業外費用

支払利息 1,263 1,260

その他 1,958 1,733

営業外費用合計 3,222 2,993

経常利益 36,461 33,748

特別利益

投資有価証券売却益 760 232

受取保険金 204 84

その他 92 37

特別利益合計 1,057 353

特別損失

固定資産除売却損 425 766

新型コロナウイルス感染症関連損失 - 243

工場閉鎖損失 321 -

その他 658 349

特別損失合計 1,405 1,358

税金等調整前四半期純利益 36,112 32,743

法人税、住民税及び事業税 9,211 8,199

法人税等調整額 1,275 955

法人税等合計 10,487 9,155

四半期純利益 25,625 23,588

非支配株主に帰属する四半期純利益 629 467

親会社株主に帰属する四半期純利益 24,995 23,120
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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：百万円)
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 25,625 23,588

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △491 9,175

繰延ヘッジ損益 △0 -

為替換算調整勘定 △1,961 △1,737

退職給付に係る調整額 △72 16

持分法適用会社に対する持分相当額 △511 △1,679

その他の包括利益合計 △3,037 5,774

四半期包括利益 22,587 29,363

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 22,126 28,905

非支配株主に係る四半期包括利益 460 457
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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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（セグメント情報等）

　 （セグメント情報）

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)

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

その他
※１

(百万円)

調整額
※２

(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額
※３

(百万円)

板紙・
紙加工
関連事業
(百万円)

軟包装
関連事業
(百万円)

重包装
関連事業
(百万円)

海外
関連事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高

外部顧客
　への売上高

344,511 57,760 30,329 55,222 487,824 25,780 ― 513,605

セグメント間
　の内部売上高

又は振替高
975 137 1,923 3,344 6,381 20,557 △26,938 ―

計 345,487 57,898 32,253 58,567 494,205 46,337 △26,938 513,605

セグメント利益 26,367 2,804 1,198 2,580 32,951 1,792 148 34,892

※１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内における不織布、紙器機械の製

造・販売、運送事業、保険代理業、リース業および不動産業を含んでおります。

※２ セグメント利益の調整額148百万円は、セグメント間取引消去であります。

※３ 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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「海外関連事業」セグメントにおいて、前第２四半期連結会計期間にトライコー・パッケージン

グ・アンド・ロジスティクス社、グットマン社の株式を取得し、同社および同社の子会社を連結の範

囲に含めたことに伴い、暫定的に算出したのれんの金額を計上しておりましたが、前連結会計年度末

に取得原価の配分が完了したことから、11,873百万円を計上しております。

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

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)

報告セグメント

その他
※１

(百万円)

調整額
※２

(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額
※３

(百万円)

板紙・
紙加工
関連事業
(百万円)

軟包装
関連事業
(百万円)

重包装
関連事業
(百万円)

海外
関連事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高

外部顧客
　への売上高

328,194 61,127 32,427 63,104 484,854 24,431 ― 509,285

セグメント間
　の内部売上高

又は振替高
1,368 118 2,380 3,217 7,084 19,955 △27,040 ―

計 329,562 61,246 34,807 66,321 491,938 44,387 △27,040 509,285

セグメント利益 22,986 3,126 1,500 1,999 29,613 1,419 159 31,192

※１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内における不織布、紙器機械の製

造・販売、運送事業、保険代理業、リース業および不動産業を含んでおります。

※２ セグメント利益の調整額159百万円は、セグメント間取引消去であります。

※３ 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。
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