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

(1) 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 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 3,595 △11.0 189 △23.8 194 △24.3 128 △22.4

2020年3月期第3四半期 4,039 0.8 248 40.1 257 42.4 166 45.5

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 26.79 ―

2020年3月期第3四半期 34.52 ―

(2) 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 7,332 5,416 73.9

2020年3月期 7,598 5,328 70.1

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 5,416百万円 2020年3月期 5,328百万円

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 ― 10.00 10.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 10.00 10.00

（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 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 4,897 △7.0 214 △31.2 211 △34.0 127 △17.3 26.43

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 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

(3) 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 4,884,000 株 2020年3月期 4,884,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 72,324 株 2020年3月期 72,324 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 4,811,676 株 2020年3月期3Q 4,811,676 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

　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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予測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３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴い、国内におい

ても感染症の影響が長期化するなか、緊急事態宣言解除後は、経済活動において一部には持ち直しが見られたも

のの、感染症の再拡大により依然終息時期の見通しが立たず、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

　このような状況下において、生産量につきましては、段ボールシート36百万㎡(前年同四半期比13.1％減)、段

ボールケース23百万㎡(前年同四半期比8.2％減)となりました。

　　また、当第３四半期累計期間の業績は、売上高3,595百万円(前年同四半期比11.0％減)となりました。利益面

につきましては、経常利益194百万円(前年同四半期比24.3％減)、四半期純利益128百万円(前年同四半期比

22.4％減)となりました。

　販売品目別の概況は次のとおりであります。

　　(イ) 段ボールシート

　　売上高は670百万円

　　総売上高に占める割合は18.6％です。

　　(ロ) 段ボールケース

　　売上高は2,239百万円

　　総売上高に占める割合は62.3％です。

　　(ハ) ラベル

　　売上高は129百万円

　　総売上高に占める割合は3.6％です。

　　(ニ) その他（主に包装資材）

　　売上高は555百万円

　　総売上高に占める割合は15.5％です。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ265百万円減少し、7,332百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が減少したことによるものであります。

　負債は、前事業年度末に比べ353百万円減少し、1,916百万円となりました。

　その結果、純資産は5,416百万円となりました。

（３）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、2020年５月14日の「2020年３月期決算短信［日本基準］（非連結）」で公表いたしま

した通期の業績予想に変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染拡大による影響により、経営環境は厳しい状況が続くと思われますが、現時点で

入手できる情報に基づき当社が判断しているものであり、今後の動向次第では、業績予想が変動する可能性があり

ます。
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,657,244 3,260,274

受取手形及び売掛金 1,212,531 1,190,402

商品及び製品 53,158 51,273

原材料及び貯蔵品 305,315 288,038

その他 12,497 46,213

貸倒引当金 △2,425 △2,380

流動資産合計 5,238,321 4,833,820

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 276,964 269,251

土地 1,391,532 1,391,532

その他（純額） 429,899 591,012

有形固定資産合計 2,098,396 2,251,796

無形固定資産 11,849 11,406

投資その他の資産

投資有価証券 166,436 176,378

その他 88,271 58,993

貸倒引当金 △5,100 △140

投資その他の資産合計 249,608 235,230

固定資産合計 2,359,853 2,498,433

資産合計 7,598,175 7,332,254

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,258,476 1,104,864

未払法人税等 94,055 －

賞与引当金 80,849 36,586

その他 247,267 162,801

流動負債合計 1,680,648 1,304,251

固定負債

リース債務 － 31,129

退職給付引当金 140,782 132,113

役員退職慰労引当金 431,474 431,702

その他 16,900 16,900

固定負債合計 589,156 611,845

負債合計 2,269,805 1,916,097

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 554,000 554,000

資本剰余金 566,030 566,030

利益剰余金 4,237,450 4,318,262

自己株式 △41,030 △41,030

株主資本合計 5,316,450 5,397,262

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,919 18,895

評価・換算差額等合計 11,919 18,895

純資産合計 5,328,369 5,416,157

負債純資産合計 7,598,175 7,332,254
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（単位：千円）

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

当第３四半期累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

売上高 4,039,490 3,595,850

売上原価 2,933,036 2,580,936

売上総利益 1,106,453 1,014,914

販売費及び一般管理費 857,521 825,145

営業利益 248,932 189,769

営業外収益

受取利息 1,126 1,025

受取配当金 2,969 4,326

受取保険金 7,160 1,102

固定資産売却益 700 514

雑収入 1,266 1,403

営業外収益合計 13,223 8,372

営業外費用

支払利息 749 287

売上割引 3,402 2,623

雑損失 555 278

営業外費用合計 4,707 3,188

経常利益 257,447 194,953

特別利益

固定資産処分益 － 243

特別利益合計 － 243

特別損失

固定資産除却損 1,657 －

投資有価証券評価損 － 425

特別損失合計 1,657 425

税引前四半期純利益 255,790 194,771

法人税、住民税及び事業税 75,475 44,850

法人税等調整額 14,232 20,992

法人税等合計 89,707 65,842

四半期純利益 166,082 128,928

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（３）四半期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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