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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第3四半期 8,848 8.0 △93 ― △41 ― 33 △54.7

2022年3月期第3四半期 8,195 0.5 △14 ― 18 △96.8 74 △81.4

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　24百万円 （98.0％） 2022年3月期第3四半期　　12百万円 （△97.3％）

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

2023年3月期第3四半期 4.39 ―

2022年3月期第3四半期 9.50 ―

(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 ％

2023年3月期第3四半期 13,151 6,082 46.3

2022年3月期 11,800 6,139 52.0

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 6,082百万円 2022年3月期 6,139百万円

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

2022年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

2023年3月期 ― 0.00 ―

2023年3月期（予想） 12.00 12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）2022年3月期配当金の内訳　　　　　　　　　普通配当12円00銭

　　　2023年3月期（予想）配当金の内訳　　　　 普通配当12円00銭

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 12,000 10.1 △130 ― △110 ― △50 ― △6.47

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

（注）詳細につきましては、本日（2023年２月10日）公表の「2023年３月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。



※ 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） 2023年3月期3Q 8,175,280 株 2022年3月期 8,175,280 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 435,990 株 2022年3月期 476,897 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 7,722,778 株 2022年3月期3Q 7,884,606 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および合理的であると判断する一定の前提にもとづいており、
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いては、
添付資料３ページ「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感染症への水際対策の緩和によるインバウ

ンド需要の増加や、全国旅行支援に伴う個人消費の回復により経済活動は緩やかに持ち直しておりますが、世界的な

エネルギーや原材料価格の上昇、円安、国際情勢の不安定化等により、依然として不透明な状況が続いております。

当社グループが製品を提供する外食産業市場におきましては、行動制限の緩和により回復の兆しが見られたものの、

依然としてコロナ前と比較し厳しい状況が続いております。また、衛生材料市場におきましても、国内での景気低迷

や出生数減少の影響等により、厳しい状況が続いております。

一方、主要原材料であるパルプ、燃料、化学系の資材の価格は、かつてない勢いで上昇を続けたうえに、円安の影

響が重なり、調達価格は引き続き高値圏で推移しております。

このような環境のなか、当社グループは全社員が新型コロナウイルスの感染防止に注力しつつ、営業活動を積極的

に展開するとともに、原材料等の上昇に見合った販売価格の修正、全拠点における品質改善・生産性向上・コスト削

減等の抜本的改革を引き続き推進し、収益性を高めるべく企業体質の強化を図って参りました。また、お取引先様と

より一層連携を深めるとともに、改善提案活動の強化を図っております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,848百万円（前年同期比8.0％増）、営業損失は93百万円（前年

同期は営業損失14百万円）、経常損失は41百万円（前年同期は経常利益18百万円）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は33百万円（前年同期比54.7％減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

ａ．不織布関連事業

パルプ不織布は、外食産業市場において緩やかな回復の兆しが見られたこと等により、主力製品である業務用クッ

キングペーパーやおしぼり向け製品の販売が回復基調で推移するとともに、販売価格の修正を推し進めたことにより、

売上高は増加しました。一方で、販売価格の修正を上回る原材料価格および原油価格の上昇により、利益は減少しま

した。化合繊不織布は、ベビー用紙おむつ向け製品の販売が減少したこと等により、売上高、利益ともに減少しまし

た。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,929百万円（前年同期比10.1％増）、セグメント利益は427百万

円（同39.3％減）となりました。

ｂ．紙関連事業

衛生用紙についても、外食産業市場において緩やかな回復の兆しが見られたこと等により、おしぼり向け製品およ

びテーブルナプキン向け製品の販売が回復基調で推移するとともに、販売価格の修正を推し進めたことにより、売上

高は増加しました。また、主要原材料であるパルプ価格が高値で推移し、これに見合った販売価格の修正や原価低減

活動等を推し進めた結果、利益は増加しました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,918百万円（前年同期比5.4％増）、セグメント利益は39百万円

（前年同期はセグメント損失72百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　a.資産

総資産は、前連結会計年度末と比べ1,350百万円増加して13,151百万円となりました。これは主に、現金及び預金が

978百万円、電子記録債権が273百万円、商品及び製品が121百万円、原材料及び貯蔵品が101百万円増加したこと、流

動資産のその他に含まれる未収消費税が97百万円減少したことによるものであります。

b.負債

負債は、前連結会計年度末と比べ1,407百万円増加して7,068百万円となりました。これは主に、電子記録債務が981

百万円、１年内返済予定の長期借入金が120百万円、長期借入金が86百万円、支払手形及び買掛金が79百万円、流動負

債のその他に含まれる未払金が62百万円増加したこと、賞与引当金が24百万円減少したことによるものであります。

c.純資産

純資産は、前連結会計年度末と比べ56百万円減少して6,082百万円となりました。これは主に、利益剰余金が58百万

円減少したことによるものであります。この結果、自己資本比率は46.3％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

2023年３月期の連結業績予想につきましては、2022年11月４日公表の「2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本

基準〕(連結)」から修正しております。詳細につきましては、本日公表しました「2023年３月期 通期連結業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,463,057 3,441,501

受取手形及び売掛金 2,143,651 2,234,158

電子記録債権 1,781,619 2,054,620

商品及び製品 432,959 554,063

仕掛品 11,610 11,106

原材料及び貯蔵品 1,133,299 1,234,474

その他 288,308 67,555

貸倒引当金 △66 △73

流動資産合計 8,254,437 9,597,405

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,023,852 4,035,650

減価償却累計額 △2,637,893 △2,701,538

建物及び構築物（純額） 1,385,959 1,334,112

機械装置及び運搬具 7,526,495 7,544,917

減価償却累計額 △7,312,590 △7,376,193

機械装置及び運搬具（純額） 213,905 168,724

土地 1,222,690 1,222,690

建設仮勘定 7,207 14,616

その他 427,214 418,388

減価償却累計額 △371,830 △370,166

その他（純額） 55,383 48,221

有形固定資産合計 2,885,145 2,788,365

無形固定資産 18,285 38,270

投資その他の資産

その他 687,476 760,707

貸倒引当金 △44,891 △33,596

投資その他の資産合計 642,584 727,111

固定資産合計 3,546,015 3,553,747

資産合計 11,800,453 13,151,152
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,413,080 1,492,118

電子記録債務 1,132,860 2,114,379

1年内返済予定の長期借入金 497,160 617,244

未払法人税等 13,453 4,054

賞与引当金 83,671 59,303

その他 373,673 547,927

流動負債合計 3,513,899 4,835,026

固定負債

長期借入金 1,938,810 2,025,061

退職給付に係る負債 158,991 159,656

その他 49,178 48,656

固定負債合計 2,146,980 2,233,373

負債合計 5,660,880 7,068,400

純資産の部

株主資本

資本金 593,660 593,660

資本剰余金 637,981 637,885

利益剰余金 5,001,848 4,943,396

自己株式 △133,726 △122,255

株主資本合計 6,099,763 6,052,686

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26,046 30,727

繰延ヘッジ損益 - △251

為替換算調整勘定 13,763 △409

その他の包括利益累計額合計 39,809 30,066

純資産合計 6,139,573 6,082,752

負債純資産合計 11,800,453 13,151,152
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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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 8,195,778 8,848,028

売上原価 6,998,530 7,791,981

売上総利益 1,197,248 1,056,046

販売費及び一般管理費 1,212,191 1,149,763

営業損失（△） △14,942 △93,717

営業外収益

受取利息 91 69

受取配当金 4,544 3,784

為替差益 20,833 100,057

試作品売却収入 4,098 1,921

故紙売却収入 3,866 4,205

補助金収入 18,440 10,081

その他 4,025 8,704

営業外収益合計 55,901 128,824

営業外費用

支払利息 16,617 14,861

デリバティブ評価損 3,657 61,647

その他 1,749 484

営業外費用合計 22,023 76,993

経常利益又は経常損失（△） 18,935 △41,886

特別利益

投資有価証券売却益 100,037 -

特別利益合計 100,037 -

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

118,972 △41,886

法人税、住民税及び事業税 17,215 7,059

法人税等調整額 26,819 △82,874

法人税等合計 44,035 △75,814

四半期純利益 74,937 33,928

親会社株主に帰属する四半期純利益 74,937 33,928
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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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 74,937 33,928

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △67,586 4,681

繰延ヘッジ損益 - △251

為替換算調整勘定 4,863 △14,172

その他の包括利益合計 △62,722 △9,743

四半期包括利益 12,214 24,184

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,214 24,184

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した、（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会

計上の見積り）について、重要な変更はありません。

（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 2021年４月１日 至 2021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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２不織布関連事業 紙関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,478,618 3,717,160 8,195,778 ― 8,195,778

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,478,618 3,717,160 8,195,778 ― 8,195,778

セグメント利益又は損失(△) 704,269 △72,787 631,481 △646,424 △14,942

(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△646,424千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

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であります。

２. 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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２不織布関連事業 紙関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,929,882 3,918,145 8,848,028 ― 8,848,028

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,929,882 3,918,145 8,848,028 ― 8,848,028

セグメント利益又は損失(△) 427,780 39,654 467,434 △561,151 △93,717

(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△561,151千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

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であります。

２. 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。

　


