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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第３四半期 8,395 △5.0 12 △95.6 165 △56.8 125 △52.0
2020年３月期第３四半期 8,832 △4.3 279 △51.1 382 △44.6 261 △40.1

(注) 包括利益2021年３月期第３四半期 365百万円( 93.9％) 2020年３月期第３四半期 188百万円( －％)

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

2021年３月期第３四半期 27.48 －

2020年３月期第３四半期 56.58 －
　

（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 ％

2021年３月期第３四半期 24,828 17,996 72.4

2020年３月期 24,256 17,763 73.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 17,982百万円 2020年３月期 17,748百万円
　

　

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 － 30.00 － 30.00 60.00

2021年３月期 － 30.00 －

2021年３月期(予想) 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
　　

３．2021年３月期の連結業績予想（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
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 11,900 △0.4 300 △28.4 400 △25.1 260 △27.5 56.85

(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 ： 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３月期３Ｑ 4,967,151株 2020年３月期 4,967,151株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 391,331株 2020年３月期 396,250株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 4,573,889株 2020年３月期３Ｑ 4,629,033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。

　

　　



イチカワ株式会社(3513) 2021年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結）

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 4

（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 ………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 8

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 8

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………… 8

　



イチカワ株式会社(3513) 2021年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結）

2

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拡大の防止策を講じつつ、段階的

な経済活動の再開によって持ち直しの動きが見られるものの、感染再拡大の影響により依然として厳しい環境が

続くことが見込まれております。

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は、需要の

減少が見込まれております。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減が見込まれております。

このような状況の中、当社グループの連結売上高は8,395百万円（前年同期比5.0％減）となりました。損益の

状況につきましては、売上高の減少及び第２四半期における棚卸資産評価損の売上原価計上により、連結営業利

益は12百万円（前年同期比95.6％減）、連結経常利益は165百万円（前年同期比56.8％減）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は125百万円(前年同期比52.0％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いたしましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響等により抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトの販売数量は減少いたしました。輸出につきま

しては、ドル安の影響を受けたものの抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトの販売数量が増加いたしました。こ

の結果、売上高は5,511百万円（前年同期比10.3％減）となりました。

（北米）

新型コロナウイルス感染症や米中貿易摩擦の影響等により、抄紙用フエルトの販売数量は減少いたしまし

た。抄紙用ベルトの販売数量は増加しましたがドル安の影響を受けたことにより、売上高は829百万円（前

年同期比2.8％減）となりました。

（欧州）

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加え、ユーロ高の影響により、売上高は

1,236百万円（前年同期比17.3％増）となりました。

（中国）

抄紙用ベルトの販売数量は横ばいで推移いたしましたが、抄紙用フエルトの販売数量が増加したことによ

り、売上高は306百万円（前年同期比33.2％増）となりました。

（タイ）

抄紙用ベルトの販売数量は減少いたしましたが、抄紙用フエルトの販売数量が増加したことにより、売上

高は187百万円（前年同期比16.3％増）となりました。

＜工業用事業＞

内需は横ばいで推移いたしましたが、輸出が減少したことにより、売上高は323百万円（前年同期比16.5

％減）となりました。

　



イチカワ株式会社(3513) 2021年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結）

3

（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につきましては、前連結会計年度末に比べ572百万円増加し、24,828百万

円となりました。これは主として現金及び預金が316百万円、有形固定資産が482百万円増加した一方、受取手形

及び売掛金が428百万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338百万円増加し、6,831百万円となりました。これは主として

支払手形及び買掛金が97百万円、繰延税金負債が125百万円増加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233百万円増加し、17,996百万円となりました。これは主とし

てその他有価証券評価差額金が205百万円増加したことによるものです。

（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、2020年７月31日に公表いたしました2021年３月期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
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,306,655 3,623,091

受取手形及び売掛金 4,195,100 3,766,441

商品及び製品 1,879,338 1,899,935

仕掛品 933,277 1,045,847

原材料及び貯蔵品 550,212 567,355

その他 144,555 211,120

貸倒引当金 △278 △237

流動資産合計 11,008,861 11,113,555

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,480,546 4,781,256

機械装置及び運搬具（純額） 1,640,482 2,285,547

リース資産（純額） 126,977 119,551

その他（純額） 3,597,020 3,140,830

有形固定資産合計 9,845,026 10,327,186

無形固定資産 176,918 144,165

投資その他の資産

投資有価証券 3,152,265 3,179,089

繰延税金資産 30,626 20,540

その他 91,986 92,963

貸倒引当金 △49,350 △49,062

投資その他の資産合計 3,225,528 3,243,532

固定資産合計 13,247,473 13,714,884

資産合計 24,256,335 24,828,439
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 370,175 467,818

短期借入金 860,000 874,548

リース債務 63,184 67,658

未払法人税等 127,910 67,729

賞与引当金 290,996 144,155

役員賞与引当金 17,681 －

その他 815,950 1,104,835

流動負債合計 2,545,897 2,726,744

固定負債

リース債務 141,557 117,285

繰延税金負債 515,519 640,900

退職給付に係る負債 3,167,535 3,200,247

役員株式給付引当金 47,190 61,257

その他 75,577 85,127

固定負債合計 3,947,379 4,104,818

負債合計 6,493,277 6,831,563

純資産の部

株主資本

資本金 3,594,803 3,594,803

資本剰余金 2,333,238 2,333,201

利益剰余金 11,813,139 11,799,213

自己株式 △660,715 △651,967

株主資本合計 17,080,466 17,075,250

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 766,545 971,774

為替換算調整勘定 △64,780 △77,373

退職給付に係る調整累計額 △33,496 12,692

その他の包括利益累計額合計 668,268 907,093

非支配株主持分 14,323 14,531

純資産合計 17,763,058 17,996,876

負債純資産合計 24,256,335 24,828,439
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 8,832,952 8,395,327

売上原価 5,433,778 5,475,678

売上総利益 3,399,174 2,919,648

販売費及び一般管理費 3,119,719 2,907,484

営業利益 279,455 12,164

営業外収益

受取配当金 97,126 103,041

為替差益 － 27,458

その他 72,905 69,835

営業外収益合計 170,032 200,335

営業外費用

支払利息 10,779 10,357

為替差損 25,294 －

賃貸費用 9,386 9,510

訴訟関連費用 5,305 3,587

その他 16,258 23,978

営業外費用合計 67,024 47,434

経常利益 382,462 165,065

特別利益

投資有価証券売却益 32,430 164,814

特別利益合計 32,430 164,814

特別損失

減損損失 2,852 －

投資有価証券評価損 － 115,039

ゴルフ会員権評価損 100 900

特別損失合計 2,952 115,939

税金等調整前四半期純利益 411,941 213,940

法人税、住民税及び事業税 104,129 75,168

法人税等調整額 45,524 12,720

法人税等合計 149,654 87,888

四半期純利益 262,287 126,051

非支配株主に帰属する四半期純利益 370 350

親会社株主に帰属する四半期純利益 261,917 125,700
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 262,287 126,051

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △99,677 205,229

為替換算調整勘定 △20,246 △12,394

退職給付に係る調整額 45,940 46,188

その他の包括利益合計 △73,983 239,023

四半期包括利益 188,303 365,075

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 187,715 364,526

非支配株主に係る四半期包括利益 587 548
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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）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31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

6,146,414 852,920 1,054,293 230,463 160,856 388,004 8,832,952 － 8,832,952

セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

1,691,063 － － 215,866 29,269 14,390 1,950,589 △1,950,589 －

計 7,837,478 852,920 1,054,293 446,329 190,126 402,394 10,783,541 △1,950,589 8,832,952

セグメント利益 1,285,086 14,766 64,960 7,408 2,052 32,598 1,406,871 △1,127,416 279,455

(注) １ セグメント利益の調整額△1,127,416千円には、セグメント間消去33,929千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,150,698千円、棚卸資産の調整額△46,032千円、為替レート差額33,355千円、貸倒引

当金の修正等2,029千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

4,709,164 756,268 843,610 1,204,294 1,319,614 8,832,952

(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３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31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

5,511,382 829,384 1,236,622 306,892 187,059 323,987 8,395,327 － 8,395,327

セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

1,698,450 － － 205,089 38,948 9,348 1,951,836 △1,951,836 －

計 7,209,833 829,384 1,236,622 511,981 226,007 333,336 10,347,164 △1,951,836 8,395,327

セグメント利益 733,238 64,433 86,903 41,723 38,624 31,790 996,713 △984,549 12,164

(注) １ セグメント利益の調整額△984,549千円には、セグメント間消去△44,527千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,125,027千円、棚卸資産の調整額137,004千円、為替レート差額43,316千円、貸倒引当

金の修正等4,684千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

4,094,723 735,338 1,043,917 1,307,408 1,213,939 8,395,327

(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。

　


