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(百万円未満四捨五入)

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 26,488 △13.5 489 △29.9 580 △27.7 314 △30.1

2020年３月期第３四半期 30,621 1.8 698 △2.1 802 5.2 450 △21.3
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △78百万円( ―％) 2020年３月期第３四半期 △100百万円( ―％)
　

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 37.11 ―

2020年３月期第３四半期 53.09 ―
　　

（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 51,515 18,934 36.1

2020年３月期 52,752 19,267 35.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 18,610百万円 2020年３月期 18,863百万円
　　

　

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00

2021年３月期 ― 0.00 ―

2021年３月期(予想) 25.00 25.00
(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

(注)２．2020年３月期期末の配当金30円は、創立100周年記念配当５円を含んでおります。

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 35,000 △14.4 450 △56.9 700 △39.3 550 △24.2 64.90
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 有
　

　

（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 8,504,747株 2020年３月期 8,504,747株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 30,299株 2020年３月期 30,177株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 8,474,491株 2020年３月期３Ｑ 8,474,592株

　
　

※ 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

(業績予想の適切な利用に関する説明)
　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あた
っての注意事項等については、添付資料２ページ「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わが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により、企業活動や個人消費

が制限され、企業業績は大きく悪化しました。一時は政府の施策や段階的な経済活動再開により回復の兆しも見ら

れましたが、11月以降感染者数が急増したことで、依然として予断を許さない状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、お取引先をはじめとして関係者の皆様と従業員の安全を

最優先に考えた感染防止の対策をとり事業活動を進めてまいりました。コロナ禍でのイベントの中止等による売上

減少の影響は大きいものの、一部コロナ禍による需要増もあり、当第３四半期会計期間では緩やかに収益は持ち直

してきております。

その結果、売上高は26,488百万円（前年同四半期比13.5％減）となりました。利益面につきましては、営業利益

が489百万円（前年同四半期比29.9％減）、経常利益が580百万円（前年同四半期比27.7％減）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は314百万円（前年同四半期比30.1％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の総資産は、前連結会計年度末と比較して1,238百万円減少し、51,515百万円となり

ました。これは主に現金及び預金が498百万円、電子記録債権が280百万円、投資有価証券が356百万円減少したこと

などによるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比較して905百万円減少し、32,581百万円となりました。これは主に短期借入金が

330百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が225百万円、長期借入金が408百万円、賞与引当金が136百万円減

少したことなどによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して333百万円減少し、18,934百万円となりました。これは主に利益剰余金が

60百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が225百万円、為替換算調整勘定が105百万円減少したことな

ど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

通期の業績予想につきましては、2020年10月９日発表の数値に変更はありません。
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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：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 3,535,666 3,037,761

受取手形及び売掛金 8,140,848 7,966,901

電子記録債権 3,943,273 3,662,814

商品及び製品 3,958,629 4,116,492

仕掛品 1,142,066 1,157,174

原材料及び貯蔵品 2,229,433 2,155,507

その他 482,420 580,350

貸倒引当金 △86,694 △21,044

流動資産合計 23,345,641 22,655,955

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,290,838 16,386,735

減価償却累計額 △11,047,294 △11,209,427

建物及び構築物（純額） 5,243,544 5,177,308

機械装置及び運搬具 22,952,119 23,110,981

減価償却累計額 △19,278,253 △19,545,543

機械装置及び運搬具（純額） 3,673,866 3,565,438

工具、器具及び備品 2,985,053 3,019,123

減価償却累計額 △2,592,189 △2,677,032

工具、器具及び備品（純額） 392,864 342,091

土地 10,218,806 10,164,945

リース資産 306,802 292,149

減価償却累計額 △143,575 △136,819

リース資産（純額） 163,227 155,330

使用権資産 330,888 299,834

減価償却累計額 △59,312 △75,960

使用権資産（純額） 271,576 223,874

建設仮勘定 124,992 378,157

有形固定資産合計 20,088,875 20,007,143

無形固定資産

のれん 56,404 45,123

その他 59,092 54,313

無形固定資産合計 115,496 99,436

投資その他の資産

投資有価証券 5,020,336 4,664,586

退職給付に係る資産 99,516 170,686

繰延税金資産 533,844 530,803

投資不動産 3,373,588 3,306,438

減価償却累計額 △976,262 △943,350

投資不動産（純額） 2,397,326 2,363,088

長期貸付金 2,465 2,090

その他 1,189,476 1,063,057

貸倒引当金 △40,716 △42,103

投資その他の資産合計 9,202,247 8,752,207

固定資産合計 29,406,618 28,858,786

資産合計 52,752,259 51,514,741
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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 7,656,262 7,430,792

短期借入金 13,714,187 14,044,338

リース債務 107,031 92,557

未払法人税等 191,310 60,147

賞与引当金 423,114 286,814

役員賞与引当金 24,920 22,474

環境対策引当金 6,248 ―

設備関係支払手形 447,433 445,891

その他 1,040,101 940,180

流動負債合計 23,610,606 23,323,193

固定負債

長期借入金 5,994,494 5,586,959

リース債務 340,380 299,425

繰延税金負債 1,245,888 1,139,016

再評価に係る繰延税金負債 1,298,595 1,298,595

環境対策引当金 9,389 9,309

関係会社整理損失引当金 209,102 149,868

退職給付に係る負債 488,891 503,999

その他 288,107 270,323

固定負債合計 9,874,846 9,257,494

負債合計 33,485,452 32,580,687

純資産の部

株主資本

資本金 5,795,651 5,795,651

資本剰余金 944,696 944,696

利益剰余金 8,677,311 8,737,563

自己株式 △32,780 △32,874

株主資本合計 15,384,878 15,445,036

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,100,045 875,278

土地再評価差額金 2,799,017 2,799,017

為替換算調整勘定 △238,612 △343,325

退職給付に係る調整累計額 △182,395 △165,886

その他の包括利益累計額合計 3,478,055 3,165,084

非支配株主持分 403,874 323,934

純資産合計 19,266,807 18,934,054

負債純資産合計 52,752,259 51,514,741
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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 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 30,620,871 26,488,240

売上原価 25,012,589 21,611,265

売上総利益 5,608,282 4,876,975

販売費及び一般管理費 4,910,490 4,387,579

営業利益 697,792 489,396

営業外収益

受取利息 18,827 16,750

受取配当金 114,711 101,588

受取賃貸料 148,475 146,612

雑収入 136,655 156,268

営業外収益合計 418,668 421,218

営業外費用

支払利息 149,633 121,778

為替差損 20,092 51,789

雑損失 144,551 157,384

営業外費用合計 314,276 330,951

経常利益 802,184 579,663

特別利益

固定資産売却益 1,099 6,150

補助金収入 ― 185,016

特別利益合計 1,099 191,166

特別損失

災害による損失 ― 111,087

固定資産処分損 31,704 26,986

投資有価証券評価損 129,445 4,649

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 ― 2,122

新型コロナウイルス感染症による損失 ― 198,393

特別損失合計 161,149 343,237

税金等調整前四半期純利益 642,134 427,592

法人税等 213,266 155,947

四半期純利益 428,868 271,645

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △21,089 △42,844

親会社株主に帰属する四半期純利益 449,957 314,489
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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 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 428,868 271,645

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △441,049 △224,767

為替換算調整勘定 △101,830 △130,940

退職給付に係る調整額 8,530 16,509

持分法適用会社に対する持分相当額 4,991 △10,869

その他の包括利益合計 △529,358 △350,067

四半期包括利益 △100,490 △78,422

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △83,041 1,518

非支配株主に係る四半期包括利益 △17,449 △79,940
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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

(単位：千円)

報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

印刷情報
関連事業

住生活
環境関連
事業

包材関連
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 13,180,452 10,358,296 5,025,055 28,563,803 2,057,068 ― 30,620,871

セグメント間の内部売上高
又は振替高

145,715 6,546 156 152,417 768,483 △920,900 ―

計 13,326,167 10,364,842 5,025,211 28,716,220 2,825,551 △920,900 30,620,871

セグメント利益 726,965 301,980 305,218 1,334,163 85,074 △721,445 697,792

(注) 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、ファンシー商品及び運送・庫内整

理等の事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△721,445千円には、セグメント間取引高消去46,811千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△768,256千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費及び研究開発費であります。

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。

Ⅱ 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)

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

(単位：千円)

報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

印刷情報
関連事業

住生活
環境関連
事業

包材関連
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 11,190,295 8,681,591 4,848,958 24,720,844 1,767,396 ―
26,488,240

セグメント間の内部売上高
又は振替高

183,417 246 52 183,715 751,990 △935,705 ―

計 11,373,712 8,681,837 4,849,010 24,904,559 2,519,386 △935,705 26,488,240

セグメント利益 569,269 159,143 338,899 1,067,311 79,328 △657,243 489,396

(注) 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、ファンシー商品及び運送・庫内整

理等の事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△657,243千円には、セグメント間取引高消去44,083千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△701,326千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費及び研究開発費であります。

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。

　


