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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６月30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 ％

2022年３月期第１四半期 2,775 0.1 15 △51.5 118 13.9 65 28.9

2021年３月期第１四半期 2,772 △4.8 32 △45.5 103 16.1 50 △16.5
(注)包括利益 2022年３月期第１四半期 △11百万円( －％) 2021年３月期第１四半期 111百万円( －％)
　

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

2022年３月期第１四半期 14.34 －

2021年３月期第１四半期 11.14 －
　

（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 ％

2022年３月期第１四半期 25,021 18,226 72.8

2021年３月期 25,293 18,500 73.1
(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 18,211百万円 2021年３月期 18,485百万円

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

2021年３月期 － 30.00 － 30.00 60.00

2022年３月期 －

2022年３月期(予想) 30.00 － 30.00 60.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 5,800 △0.6 140 549.2 190 48.6 100 △29.1 21.85

通期 11,900 2.6 480 48.4 560 14.5 270 △26.9 59.01
(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 ： 有

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) 2022年３月期１Ｑ 4,967,151株 2021年３月期 4,967,151株

② 期末自己株式数 2022年３月期１Ｑ 391,437株 2021年３月期 391,405株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期１Ｑ 4,575,733株 2021年３月期１Ｑ 4,570,901株
　

※期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託(BBT)にかかる信託口が保有
する当社株式が含まれております。

(

※ 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。
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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１四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防止策を講じつつ、政府

による経済再生に向けた各種政策の効果や海外経済の改善もあり、持ち直しの動きが期待されるものの、感染症

再拡大に伴う緊急事態宣言等による制限措置により、一進一退を繰り返す状況となっております。

当社グループの主要取引先であります紙パルプ業界の動向は、国内につきましては板紙及び衛生用紙等の需要

は横ばいで推移しておりますが、新型コロナウイルス禍の影響等もあり、新聞用紙及び印刷情報用紙の需要は減

少しております。海外につきましては通販市場の拡大に伴う板紙及び衛生用紙の需要は堅調に推移しております

が、新型コロナウイルス感染症の拡大による世界的な経済活動停滞の影響により国内同様、新聞用紙及び印刷情

報用紙の需要が減少しております。

このような状況の中、当社グループの連結売上高は2,775百万円（前年同期比0.1％増）となりました。損益の

状況につきましては、連結営業利益は15百万円（前年同期比51.5％減）となりましたが、雇用調整助成金収入も

あり、連結経常利益は118百万円（前年同期比13.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は65百万円(前年

同期比28.9％増）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す。

＜抄紙用具関連事業＞

（日本）

内需につきましては、厳しい市場環境が続く中、懸命な受注活動を推進したことにより、抄紙用フエルト

及び抄紙用ベルトの販売数量は横ばいで推移いたしました。また、輸出につきましては、抄紙用フエルト及

び抄紙用ベルトの販売数量が増加したことにより、売上高は1,846百万円（前年同期比3.7％増）となりまし

た。

（北米）

抄紙用ベルトの販売数量は減少しましたが、抄紙用フエルトの販売数量が増加したこと及びドル高の影響

により、売上高は259百万円（前年同期比4.2％増）となりました。

（欧州）

抄紙用ベルトの販売数量が減少したことにより、売上高は339百万円（前年同期比25.3％減）となりまし

た。

（中国）

抄紙用ベルトの販売数量が増加したこと及び人民元高の影響により、売上高は133百万円（前年同期比

32.7％増）となりました。

（タイ）

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトの販売数量が横ばいで推移したことにより、売上高は54百万円（前年同

期比4.1％増）となりました。

＜工業用事業＞

内需は横ばいで推移しましたが、輸出が増加したことにより、売上高は142百万円（前年同期比5.3％増）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ271百万円減少し、25,021百万

円となりました。これは主として建物及び構築物が106百万円、機械装置及び運搬具が83百万円、投資有価証券が

117百万円減少したことによるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2百万円増加し、6,795百万円となりました。これは主として流

動負債その他が226百万円増加した一方、未払法人税等が86百万円、賞与引当金が137百万円減少したことによる

ものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ274百万円減少し、18,226百万円となりました。これは主とし

て利益剰余金が197百万円、その他有価証券評価差額金が84百万円減少したことによるものです。
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（３）連結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、2021年５月14日に公表いたしました2022年３月期第２四半期連結累計期間及び通期

の業績予想から変更しておりません。
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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
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,628,329 3,618,509

受取手形及び売掛金 3,976,488 3,954,166

商品及び製品 1,718,785 1,809,308

仕掛品 1,120,188 1,099,199

原材料及び貯蔵品 567,114 580,909

その他 136,270 116,125

貸倒引当金 △1,218 △2,671

流動資産合計 11,145,957 11,175,546

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,694,619 4,587,945

機械装置及び運搬具（純額） 2,240,169 2,156,405

リース資産（純額） 109,938 104,996

その他（純額） 3,201,471 3,227,153

有形固定資産合計 10,246,199 10,076,500

無形固定資産 132,140 124,260

投資その他の資産

投資有価証券 3,700,860 3,583,190

繰延税金資産 24,093 18,155

その他 99,348 104,106

貸倒引当金 △54,967 △59,869

投資その他の資産合計 3,769,336 3,645,583

固定資産合計 14,147,676 13,846,344

資産合計 25,293,634 25,021,890
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 359,266 425,313

短期借入金 860,000 860,000

リース債務 65,894 70,905

未払法人税等 162,667 75,901

賞与引当金 284,325 146,651

役員賞与引当金 20,000 －

その他 800,189 1,026,472

流動負債合計 2,552,342 2,605,245

固定負債

リース債務 102,834 88,669

繰延税金負債 750,813 708,625

役員株式給付引当金 68,995 76,732

退職給付に係る負債 3,239,301 3,234,640

その他 79,222 81,890

固定負債合計 4,241,168 4,190,558

負債合計 6,793,511 6,795,803

純資産の部

株主資本

資本金 3,594,803 3,594,803

資本剰余金 2,333,201 2,333,201

利益剰余金 11,902,961 11,705,865

自己株式 △652,064 △652,108

株主資本合計 17,178,902 16,981,761

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,315,248 1,230,978

為替換算調整勘定 △20,571 △10,767

退職給付に係る調整累計額 11,462 9,380

その他の包括利益累計額合計 1,306,139 1,229,592

非支配株主持分 15,080 14,732

純資産合計 18,500,123 18,226,086

負債純資産合計 25,293,634 25,021,890
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 2,772,073 2,775,817

売上原価 1,760,495 1,790,782

売上総利益 1,011,577 985,034

販売費及び一般管理費 979,112 969,291

営業利益 32,464 15,742

営業外収益

受取利息 93 125

受取配当金 54,722 45,987

為替差益 2,859 4,498

雇用調整助成金 － 35,955

その他 22,007 34,073

営業外収益合計 79,684 120,640

営業外費用

支払利息 3,422 2,058

賃貸費用 3,069 3,327

訴訟関連費用 55 2,019

その他 1,925 10,852

営業外費用合計 8,472 18,257

経常利益 103,676 118,125

特別損失

ゴルフ会員権評価損 900 －

特別損失合計 900 －

税金等調整前四半期純利益 102,776 118,125

法人税、住民税及び事業税 29,821 13,136

法人税等調整額 21,683 39,029

法人税等合計 51,504 52,166

四半期純利益 51,271 65,959

非支配株主に帰属する四半期純利益 355 351

親会社株主に帰属する四半期純利益 50,915 65,607
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 51,271 65,959

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 49,171 △84,269

為替換算調整勘定 △4,013 9,099

退職給付に係る調整額 15,396 △2,082

その他の包括利益合計 60,553 △77,252

四半期包括利益 111,825 △11,293

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 111,171 △10,940

非支配株主に係る四半期包括利益 653 △353
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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。

（会計方針の変更）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによ

り、売上から生じる値引等につきまして、過去の発生率から金額を見積り、変動対価として売上高から減額する

方法等に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高

は107,715千円減少しております。

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益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

抄紙用具関連事業
工業用
事業

計

日本 北米 欧州 中国 タイ

売上高

外部顧客への
　売上高

1,780,522 249,040 454,136 100,625 52,023 135,723 2,772,073 － 2,772,073

セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

585,870 － － 69,671 16,036 3,001 674,579 △674,579 －

計 2,366,393 249,040 454,136 170,296 68,060 138,724 3,446,652 △674,579 2,772,073

セグメント利益 276,074 8,028 40,833 3,844 12,437 21,952 363,170 △330,705 32,464

(注) １ セグメント利益の調整額△330,705千円には、セグメント間消去△21,672千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△374,428千円、棚卸資産の調整額51,409千円、為替レート差額16,999千円、貸倒引当金

の修正等△3,012千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費

用であります。

２ 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います。

３ 地域ごとの情報

売上高 (単位：千円)

日本 北米 欧州 中国 その他の地域 合計

1,369,615 238,320 366,860 417,436 379,839 2,772,073

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30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

抄紙用具関連事業
工業用
事業

計

日本 北米 欧州 中国 タイ

売上高

外部顧客への
　売上高

1,846,820 259,391 339,035 133,516 54,139 142,914 2,775,817 － 2,775,817

セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

528,856 － － 76,073 5,250 3,095 613,275 △613,275 －

計 2,375,676 259,391 339,035 209,589 59,390 146,009 3,389,092 △613,275 2,775,817

セグメント利益
又は損失(△)

265,423 △4,415 8,719 23,395 6,501 25,803 325,427 △309,685 15,742

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△309,685千円には、セグメント間消去△9,296千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△367,507千円、棚卸資産の調整額58,426千円、為替レート差額6,819千円、貸

倒引当金の修正等1,873千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に

係る費用であります。

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利益と調整を行っています。

３ 地域ごとの情報

売上高 (単位：千円)

日本 北米 欧州 中国 その他の地域 合計

1,350,535 202,708 285,652 495,782 441,137 2,775,817

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

　


