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(百万円未満切捨て)

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 161,596 △19.9 △2,890 － 1,742 △86.4 7,381 174.8

2020年３月期第３四半期 201,818 △2.1 9,429 118.9 12,786 107.9 2,685 △26.5
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 7,625百万円( 387.7％) 2020年３月期第３四半期 1,563百万円( －％)
　

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 43.96 42.62

2020年３月期第３四半期 14.21 12.29
　

　

（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 359,893 186,258 51.6

2020年３月期 344,731 180,861 52.3
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 185,578百万円 2020年３月期 180,183百万円
　

　

　

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 － 6.00 － 6.00 12.00

2021年３月期 － 7.00 －

2021年３月期(予想) 7.00 14.00
(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 210,000 △20.6 1,000 △91.1 5,500 △64.9 7,500 △7.1 44.67
(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 ： 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 188,053,114株 2020年３月期 188,053,114株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 20,137,513株 2020年３月期 20,140,702株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 167,919,491株 2020年３月期３Ｑ 189,056,306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
（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、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。なお、
業績予想に関する事項は、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」をご参照ください。
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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業績は、新型コロナウイルス感染症の影響で業界全体の需要が大きく落ち込んだ

ことにより、売上高161,596百万円（前年同四半期比19.9％減）、営業損失2,890百万円（前年同四半期は9,429

百万円の営業利益）、経常利益1,742百万円（前年同四半期比86.4％減）となり、親会社株主に帰属する四半期

純利益は、当社が保有する日伯紙パルプ資源開発株式会社の全株式譲渡による投資有価証券売却益の計上等に伴

い、7,381百万円（前年同四半期比174.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　総資産は、前連結会計年度末に比べて15,162百万円増加し、359,893百万円となりました。これは、主として

現金及び預金が9,843百万円、受取手形及び売掛金が4,207百万円、投資有価証券が9,455百万円それぞれ増加し

た一方で、商品及び製品が7,290百万円、減価償却等により有形固定資産が1,571百万円それぞれ減少したことに

よるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べて9,765百万円増加し、173,635百万円となりました。これは、主として有利

子負債が16,842百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が4,586百万円、引当金が1,165百万円それぞれ減少

したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて5,396百万円増加し、186,258百万円となりました。これは、主として親

会社株主に帰属する四半期純利益等により利益剰余金が5,220百万円、その他有価証券評価差額金が973百万円そ

れぞれ増加した一方で、為替換算調整勘定が946百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年９月30日発表の通期の業績予想に変更はありません。

　



北越コーポレーション㈱(3865) 2021年３月期 第３四半期決算短信

－ 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：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 21,383 31,226

受取手形及び売掛金 50,078 54,286

電子記録債権 6,427 5,660

商品及び製品 29,200 21,909

仕掛品 2,429 2,062

原材料及び貯蔵品 22,722 21,274

その他 5,445 7,286

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 137,679 143,699

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 84,722 85,183

減価償却累計額 △52,954 △53,909

建物及び構築物（純額） 31,767 31,274

機械、運搬具及び工具器具備品 429,962 435,777

減価償却累計額 △366,006 △372,650

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 63,955 63,126

その他（純額） 31,667 31,417

有形固定資産合計 127,390 125,818

無形固定資産 2,984 2,731

投資その他の資産

投資有価証券 70,366 79,822

その他 8,734 10,244

貸倒引当金 △2,425 △2,423

投資その他の資産合計 76,675 87,642

固定資産合計 207,051 216,193

資産合計 344,731 359,893
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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 19,360 14,773

電子記録債務 6,317 5,757

短期借入金 19,338 19,726

コマーシャル・ペーパー 7,000 15,000

1年内償還予定の社債 － 20,000

未払法人税等 1,086 577

引当金 3,574 2,407

その他 14,853 14,643

流動負債合計 71,531 92,886

固定負債

社債 30,000 10,000

長期借入金 48,460 57,202

引当金 1,376 1,378

退職給付に係る負債 7,266 7,484

資産除去債務 2,441 2,141

その他 2,792 2,541

固定負債合計 92,337 80,748

負債合計 163,869 173,635

純資産の部

株主資本

資本金 42,020 42,020

資本剰余金 45,341 45,341

利益剰余金 100,879 106,100

自己株式 △9,708 △9,704

株主資本合計 178,533 183,757

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,159 3,133

繰延ヘッジ損益 21 △29

為替換算調整勘定 337 △608

退職給付に係る調整累計額 △868 △674

その他の包括利益累計額合計 1,650 1,821

新株予約権 81 94

非支配株主持分 596 585

純資産合計 180,861 186,258

負債純資産合計 344,731 359,893
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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 201,818 161,596

売上原価 162,120 137,279

売上総利益 39,698 24,316

販売費及び一般管理費 30,268 27,207

営業利益又は営業損失（△） 9,429 △2,890

営業外収益

受取利息 69 20

受取配当金 981 746

持分法による投資利益 3,610 4,172

その他 1,216 1,711

営業外収益合計 5,877 6,651

営業外費用

支払利息 493 331

為替差損 1,157 549

休業手当 － 464

その他 870 672

営業外費用合計 2,520 2,018

経常利益 12,786 1,742

特別利益

固定資産売却益 31 48

投資有価証券売却益 856 5,323

持分変動利益 10 267

資産除去債務戻入益 － 327

受取保険金 89 315

その他 － 1

特別利益合計 988 6,282

特別損失

固定資産除売却損 888 878

減損損失 6,354 3

災害による損失 684 －

固定資産圧縮損 21 17

投資有価証券売却損 0 3

投資有価証券評価損 15 1,229

事業構造改善費用 － 792

関係会社出資金売却損 666 －

特別損失合計 8,631 2,925

税金等調整前四半期純利益 5,143 5,100

法人税、住民税及び事業税 1,904 873

法人税等還付税額 － △1,071

法人税等調整額 547 △2,161

法人税等合計 2,451 △2,358

四半期純利益 2,691 7,459

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 77

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,685 7,381

　



北越コーポレーション㈱(3865) 2021年３月期 第３四半期決算短信

－ 6 －

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 2,691 7,459

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 95 1,000

繰延ヘッジ損益 △1 △39

為替換算調整勘定 △218 △950

退職給付に係る調整額 △82 100

持分法適用会社に対する持分相当額 △920 55

その他の包括利益合計 △1,128 166

四半期包括利益 1,563 7,625

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,560 7,552

非支配株主に係る四半期包括利益 3 72

　



北越コーポレーション㈱(3865) 2021年３月期 第３四半期決算短信

－ 7 －

（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）

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)

　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：百万円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

紙パルプ
事業

パッケー
ジング・
紙加工事業

計

売 上 高

外部顧客への売上高 181,407 14,039 195,447 6,371 201,818 － 201,818

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,948 45 1,994 25,962 27,957 △27,957 －

計 183,356 14,085 197,441 32,334 229,776 △27,957 201,818

セグメント利益 7,971 421 8,392 499 8,891 537 9,429

(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、木材事業、古紙卸業、建設業、

　 運送・倉庫業等を含んでおります。

　 ２ セグメント利益の調整額537百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

　 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)

　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：百万円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

紙パルプ
事業

パッケー
ジング・
紙加工事業

計

売 上 高

外部顧客への売上高 143,505 12,044 155,549 6,047 161,596 － 161,596

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,872 48 1,920 18,962 20,883 △20,883 －

計 145,377 12,092 157,469 25,010 182,479 △20,883 161,596

セグメント利益又は損失(△) △3,753 100 △3,653 276 △3,377 486 △2,890

(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、木材事業、古紙卸業、建設業、

　 運送・倉庫業等を含んでおります。

　 ２ セグメント利益又は損失の調整額486百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

　 ３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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（重要な後発事象）

固定資産の譲渡

　当社は、2020年12月23日開催の取締役会において、当社の所有する固定資産の譲渡を決議し、2021年１月29日付

で売買契約を締結いたしました。

（１）譲渡の理由

　経営資源の有効活用及び財務体質の強化を目的として、当社の所有する固定資産を譲渡することにいたしまし

た。

（２）譲渡資産の概要

①所在地 墨田区横網一丁目11番地１

②資産の内容 土地(685.94㎡)及び建物

③譲渡前の使途 賃貸用不動産

（注）譲渡価額及び譲渡簿価については、譲渡先からの要請により開示を控えさせていただきますが、入札による

市場価格を反映した公正妥当な価格となっております。譲渡益は、譲渡価額から帳簿価額及び譲渡に係る費

用等を控除した額です。

（３）譲渡先の概要

　譲渡先は国内法人でありますが、譲渡先からの要請により開示を控えさせていただきます。なお、当社と譲渡先

との間には、資本関係、人的関係、取引関係として特記すべき事項はなく、当社の関連当事者には該当いたしませ

ん。

（４）譲渡の日程

①取締役会決議日 2020年12月23日

②契約締結日 2021年１月29日

③引渡予定日 2021年４月２日

（５）損益への影響

　当該固定資産の譲渡に伴い、翌連結会計年度において、約27億円を特別利益として計上する見込みです。

　


