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1. 2021年4月期第3四半期の連結業績（2020年5月1日～2021年1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4月期第3四半期 1,771 △7.2 49 7.6 51 19.6 28 33.9

2020年4月期第3四半期 1,909 0.1 45 △26.6 43 △35.8 21 △53.1

（注）包括利益 2021年4月期第3四半期　　31百万円 （57.2％） 2020年4月期第3四半期　　19百万円 （△52.8％）

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4月期第3四半期 5.48 ―

2020年4月期第3四半期 4.10 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年4月期第3四半期 3,783 3,146 83.2 599.08

2020年4月期 3,707 3,160 85.3 602.38

（参考）自己資本 2021年4月期第3四半期 3,146百万円 2020年4月期 3,160百万円

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4月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

2021年4月期 ― 4.00 ―

2021年4月期（予想） 4.00 8.00

（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 4月期の連結業績予想（2020年 5月 1日～2021年 4月30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 2,362 △5.2 49 0.8 51 9.5 28 209.3 5.33

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日（2021年３月16日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。



※ 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4月期3Q 5,850,000 株 2020年4月期 5,850,000 株

② 期末自己株式数 2021年4月期3Q 597,214 株 2020年4月期 602,507 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年4月期3Q 5,250,101 株 2020年4月期3Q 5,243,326 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

　本資料に掲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」をご覧下さい。
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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感染症拡大の影響により経済活動が大きく

制限された状況からは徐々に持ち直しの動きが見られるものの、第３波の影響もあり、依然として先行き不透明な状

況が続いております。

このような状況のもと、当社グループの売上高は食品、非食品分野ともに減少し、1,771百万円（前年同四半期比

7.2％減）となりました。

用途別の売上高は、食品分野では巣籠り需要による内食向け製品は増加した一方、緊急事態宣言に対する外食産業

などでの営業自粛による影響によって業務用製品が減少し、1,066百万円（前年同四半期比6.1％減）となりました。

非食品分野では、自動車関連産業などでの業績回復に伴い機械用途は増加したものの、医療用途での大口ユーザー

の需要減により、335百万円（前年同四半期比15.8％減）となりました。

商品等につきましては、スーパー向け商品は堅調に増加しましたが、輸出向け商品は回復傾向ながらもこれまでの

減少分を補うには至らず、369百万円（前年同四半期比1.4％減）となりました。

損益につきましては、売上高は減少したものの、原料価格が前年に比べて低水準で推移したこと、またコロナ禍に

おいてコストを見直し、諸経費を抑制したことから、営業利益は49百万円（前年同四半期比7.6％増）となりまし

た。また、受取配当金等を加えた経常利益は51百万円（前年同四半期比19.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は28百万円（前年同四半期比33.9％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は2,298百万円となり、前連結会計年度末に比べ140百万円増加いた

しました。これは主に商品及び製品が38百万円減少したものの、現金及び預金が37百万円、受取手形及び売掛金が61

百万円、電子記録債権が75百万円増加したこと等によるものであります。

固定資産は1,485百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円減少いたしました。これは主に建物及び構築物

が13百万円、機械装置及び運搬具が42百万円減少したこと等によるものであります。

この結果、総資産は3,783百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円増加いたしました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は618百万円となり、前連結会計年度末に比べ92百万円増加いたし

ました。これは主に支払手形及び買掛金が44百万円増加したこと等によるものであります。

固定負債は18百万円となり、前連結会計年度末に比べ1百万円減少いたしました。

この結果、負債合計は637百万円となり、前連結会計年度末に比べ90百万円増加いたしました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は3,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円減少い

たしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益28百万円、剰余金の配当47百万円等によるものでありま

す。

この結果、自己資本比率は83.2％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年９月11日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。詳

細につきましては、本日（2021年３月16日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下

さい。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,261,798 1,298,821

受取手形及び売掛金 566,201 627,889

電子記録債権 99,714 175,413

商品及び製品 118,577 80,092

仕掛品 25,027 48,080

原材料及び貯蔵品 69,066 59,130

その他 18,085 9,335

貸倒引当金 △127 △362

流動資産合計 2,158,343 2,298,401

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 287,288 273,692

機械装置及び運搬具（純額） 236,602 193,899

土地 634,701 634,701

その他（純額） 14,094 10,519

有形固定資産合計 1,172,687 1,112,813

無形固定資産 16,555 15,704

投資その他の資産

投資有価証券 322,908 325,250

その他 37,520 32,836

貸倒引当金 △624 △1,031

投資その他の資産合計 359,805 357,055

固定資産合計 1,549,048 1,485,573

資産合計 3,707,392 3,783,975

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４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 378,851 423,795

短期借入金 12,000 12,000

未払法人税等 13,836 10,304

賞与引当金 － 20,434

役員賞与引当金 － 1,283

その他 122,166 151,146

流動負債合計 526,855 618,964

固定負債

退職給付に係る負債 504 722

資産除去債務 10,500 10,500

その他 8,554 6,954

固定負債合計 19,559 18,176

負債合計 546,414 637,141

純資産の部

株主資本

資本金 774,000 774,000

資本剰余金 1,150,310 1,150,310

利益剰余金 1,881,079 1,862,122

自己株式 △259,900 △257,616

株主資本合計 3,545,489 3,528,815

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,021 5,550

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

その他の包括利益累計額合計 △384,512 △381,982

純資産合計 3,160,977 3,146,833

負債純資産合計 3,707,392 3,783,975
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年５月１日
　至　2020年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年５月１日

　至　2021年１月31日)

売上高 1,909,672 1,771,810

売上原価 1,336,256 1,207,837

売上総利益 573,416 563,972

販売費及び一般管理費 527,480 514,535

営業利益 45,936 49,437

営業外収益

受取利息 324 321

受取配当金 1,375 1,409

受取補償金 1,765 782

その他 1,039 1,187

営業外収益合計 4,505 3,700

営業外費用

支払利息 152 106

売上割引 1,305 1,047

支払手数料 5,000 －

固定資産除却損 525 8

その他 3 3

営業外費用合計 6,987 1,166

経常利益 43,454 51,972

税金等調整前四半期純利益 43,454 51,972

法人税、住民税及び事業税 15,793 19,576

法人税等調整額 6,170 3,621

法人税等合計 21,963 23,197

四半期純利益 21,490 28,774

親会社株主に帰属する四半期純利益 21,490 28,774

（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５月１日
　至　2020年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年５月１日

　至　2021年１月31日)

四半期純利益 21,490 28,774

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,581 2,529

その他の包括利益合計 △1,581 2,529

四半期包括利益 19,908 31,304

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 19,908 31,304

（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。

（セグメント情報）

当社グループは、プラスチックフィルム製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルスに関する会計上の見積りについて）

前事業年度の決算短信に記載した新型コロナウイルスの収束時期を含む仮定について、重要な変更はありませ

ん。
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