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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連結業績につきましては、主力の段ボール製品・板紙製品の販売量が

前年同期を上回ったことに加え、連結子会社の増加や軟包装事業が好調に推移したことにより増収と

なりました。また、利益面では、販売量の増加やエネルギー価格の低下等の影響により、前年同期に

比べ増益となりました。この結果、売上高410,749百万円(前年同期比1.3％増)、営業利益21,548百万

円(同76.7％増)、経常利益22,659百万円(同71.2％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益14,723百

万円(同113.7％増)となりました。

　

　当第３四半期連結累計期間におけるセグメントの概況は、次のとおりであります。

　

　［板紙・紙加工関連事業］

　板紙・紙加工関連事業につきましては、販売量の増加やエネルギー価格の低下等により、増収増

益となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は290,132百万円(同3.7％増)、営業利益は13,351百万円(同

96.3％増)となりました。

　［軟包装関連事業］

　軟包装関連事業につきましては、コンビニエンスストア向けの需要増やコスト改善効果により、

増収増益となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は50,417百万円(同3.5％増)、営業利益は4,202百万円(同23.0

％増)となりました。

　［重包装関連事業］

　重包装関連事業につきましては、除染用コンテナバッグの需要が減少したものの、原料価格の低

下やコスト改善効果により、減収増益となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は30,036百万円(同4.2％減)、営業利益は2,077百万円(同71.7

％増)となりました。

　［海外関連事業］

　海外関連事業につきましては、円高の進行による為替の影響もあり減収となりましたが、軟包装

事業が堅調に推移したこと等により、減収増益となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は17,464百万円(同12.9％減)、営業利益は484百万円(同300.0

％増)となりました。

　［その他の事業］

　その他の事業につきましては、洋紙事業からの撤退に加え、不織布事業の採算改善により、減収

増益となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は22,698百万円(同10.5％減)、営業利益は1,334百万円(同

166.8％増)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は700,108百万円となり、前連結会計年度末に比べ55,418百

万円増加しました。負債は465,471百万円となり、前連結会計年度末に比べ42,515百万円増加しまし

た。資産および負債の主な増減は、トライウォール・ホールディングス社および同社の子会社を連結

の範囲に含めたこと等に伴うもので、受取手形及び売掛金、のれん、支払手形及び買掛金、長短借入

金等が大きく増加しました。

　純資産は、主に利益剰余金の増加により、234,636百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,903

百万円増加しました。

　この結果、自己資本比率は32.5％となり、前連結会計年度末に比べ1.0ポイント低下しております。

　

（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、現時点では不確定要素が多いため、平成28年５月13日に公表いたしまし

た業績予想を変更しておりません。

　

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第３四半期連結会計期間において、トライウォール・ホールディングス社の株式を新たに取得

し、同社および同社の子会社を連結の範囲に含めております。

　なお、トライウォール・ホールディングス社および同社の子会社であるトライウォール社は、特定

子会社に該当します。

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」(実務対応報告第32号 平成28年６月17日)を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月

１日以後に取得した建物附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更して

おります。

　これに伴う四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。

　

（３）追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月

28日)を第１四半期連結会計期間から適用しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,405 28,778

受取手形及び売掛金 148,708 170,783

商品及び製品 18,476 18,951

仕掛品 2,307 2,352

原材料及び貯蔵品 15,251 16,792

繰延税金資産 3,388 2,384

その他 5,535 6,235

貸倒引当金 △575 △626

流動資産合計 214,497 245,652

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 210,178 219,149

減価償却累計額 △131,239 △137,488

建物及び構築物（純額） 78,938 81,661

機械装置及び運搬具 438,763 451,362

減価償却累計額 △343,906 △358,616

機械装置及び運搬具（純額） 94,857 92,746

土地 106,274 107,805

建設仮勘定 5,042 6,052

その他 28,343 29,200

減価償却累計額 △20,172 △21,173

その他（純額） 8,171 8,027

有形固定資産合計 293,282 296,293

無形固定資産

のれん 2,564 18,540

その他 6,354 7,217

無形固定資産合計 8,919 25,757

投資その他の資産

投資有価証券 107,591 112,561

長期貸付金 3,108 1,206

退職給付に係る資産 1,568 1,920

繰延税金資産 583 715

その他 16,467 17,093

貸倒引当金 △1,329 △1,092

投資その他の資産合計 127,990 132,404

固定資産合計 430,192 454,456

資産合計 644,690 700,108
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 86,356 98,196

短期借入金 113,785 126,117

1年内償還予定の社債 5,000 -

未払費用 19,584 19,182

未払法人税等 4,928 3,899

役員賞与引当金 158 -

その他 21,485 24,624

流動負債合計 251,299 272,021

固定負債

社債 35,000 55,000

長期借入金 103,398 102,112

繰延税金負債 12,304 14,744

役員退職慰労引当金 886 928

退職給付に係る負債 12,105 13,321

その他 7,961 7,343

固定負債合計 171,657 193,450

負債合計 422,956 465,471

純資産の部

株主資本

資本金 31,066 31,066

資本剰余金 34,051 34,127

利益剰余金 131,095 142,389

自己株式 △11,925 △11,935

株主資本合計 184,288 195,647

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,556 26,834

繰延ヘッジ損益 △8 △1

為替換算調整勘定 10,437 3,990

退職給付に係る調整累計額 689 715

その他の包括利益累計額合計 31,674 31,539

非支配株主持分 5,771 7,449

純資産合計 221,733 234,636

負債純資産合計 644,690 700,108
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 405,338 410,749

売上原価 339,302 333,634

売上総利益 66,035 77,115

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 11,695 12,315

給料及び手当 15,787 16,337

のれん償却額 1,072 877

その他 25,287 26,035

販売費及び一般管理費合計 53,842 55,566

営業利益 12,192 21,548

営業外収益

受取利息 292 275

受取配当金 1,330 1,482

為替差益 56 -

負ののれん償却額 38 33

持分法による投資利益 1,022 1,116

その他 1,468 1,289

営業外収益合計 4,208 4,197

営業外費用

支払利息 1,346 1,130

その他 1,822 1,955

営業外費用合計 3,169 3,086

経常利益 13,232 22,659

特別利益

固定資産売却益 7 288

投資有価証券売却益 0 101

補助金収入 235 -

その他 711 81

特別利益合計 955 471

特別損失

固定資産除売却損 551 251

減損損失 13 250

固定資産圧縮損 92 177

事業撤退損 1,279 -

その他 212 206

特別損失合計 2,150 886

税金等調整前四半期純利益 12,037 22,245

法人税、住民税及び事業税 4,206 6,438

法人税等調整額 754 487

法人税等合計 4,961 6,925

四半期純利益 7,076 15,319

非支配株主に帰属する四半期純利益 184 596

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,891 14,723
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 7,076 15,319

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,320 6,296

繰延ヘッジ損益 △3 △0

為替換算調整勘定 △981 △4,923

退職給付に係る調整額 107 21

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,371 △4,389

その他の包括利益合計 71 △2,994

四半期包括利益 7,148 12,324

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,090 11,987

非支配株主に係る四半期包括利益 57 336
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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。

　

（セグメント情報等）

　 （セグメント情報）

　 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

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

報告セグメント

その他
※１

(百万円)

調整額
※２

(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額
※３

(百万円）

板紙・
紙加工
関連事業
(百万円)

軟包装
関連事業
(百万円)

重包装
関連事業
(百万円)

海外
関連事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高

外部顧客
　への売上高

279,830 48,718 31,363 20,056 379,969 25,368 ― 405,338

セグメント間
　の内部売上高

又は振替高
1,163 43 920 4,436 6,563 16,624 △23,188 ―

計 280,994 48,761 32,284 24,493 386,533 41,993 △23,188 405,338

セグメント利益 6,801 3,416 1,210 121 11,550 500 141 12,192

※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、国内における不織布、紙器機械、洋

紙の製造・販売、運送事業、保険代理業、リース業および不動産業を含んでおります。

※２ セグメント利益の調整額141百万円は、セグメント間取引消去であります。

※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。

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

報告セグメント

その他
※１

(百万円)

調整額
※２

(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額
※３

(百万円）

板紙・
紙加工
関連事業
(百万円)

軟包装
関連事業
(百万円)

重包装
関連事業
(百万円)

海外
関連事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高

外部顧客
　への売上高

290,132 50,417 30,036 17,464 388,050 22,698 ― 410,749

セグメント間
　の内部売上高

又は振替高
1,023 65 646 2,731 4,467 17,735 △22,203 ―

計 291,156 50,483 30,683 20,195 392,518 40,434 △22,203 410,749

セグメント利益 13,351 4,202 2,077 484 20,116 1,334 97 21,548

※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、国内における不織布、紙器機械の製

造・販売、運送事業、保険代理業、リース業および不動産業を含んでおります。

※２ セグメント利益の調整額97百万円は、セグメント間取引消去であります。

※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。
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（企業結合等関係）

　取得による企業結合

１．企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称 トライウォール・ホールディングス社

事業の内容 重量物包装資材の製造・販売事業を統括するトライウォール社の株式を

　 100％保有

(2) 企業結合を行った主な理由

　重量物段ボールの世界的ブランドであるトライウォール製品を当社グループの製品ラインア

ップに加えることで、当社グループのコア事業のひとつである段ボール事業を強化し、より一

層の業容拡大、業績向上につなげていくためであります。

(3) 企業結合日

平成28年10月27日(株式取得日)

平成28年12月31日(みなし取得日)

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称

変更ありません。

(6) 取得した議決権比率

取得後の議決権比率 100％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

　

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　平成28年12月31日をみなし取得日としているため、当第３四半期連結累計期間に係る四半期

連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。

　

３．被取得企業の取得原価および対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 221,750千米ドル (22,872百万円)

取得原価 221,750千米ドル (22,872百万円)

　

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間

(1) 発生したのれんの金額

16,375百万円

　なお、取得原価の配分が完了していないため、のれんの金額は暫定的に算定された金額であ

ります。

(2) 発生原因

　今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。

(3) 償却方法および償却期間

　効果の発現する期間にわたって均等償却します。なお、償却期間については取得原価の配分

を踏まえて決定する予定であります。
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