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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 8,155 △17.3 618 △21.7 589 △31.6 401 △32.1

2020年3月期第3四半期 9,862 △1.1 789 24.2 861 33.3 591 33.1

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　448百万円 （△23.9％） 2020年3月期第3四半期　　589百万円 （36.6％）

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 51.18 ―

2020年3月期第3四半期 75.61 ―

(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 14,777 8,680 58.7

2020年3月期 15,484 8,353 53.9

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 8,680百万円 2020年3月期 8,353百万円

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 ― 0.00 ― 18.00 18.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 13.00 13.00

（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）2020年3月期配当金の内訳　　　　　　 　　普通配当16円00銭　第70期記念配当2円00銭

　　　2021年3月期（予想）配当金の内訳　　　　普通配当13円00銭

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 10,650 △17.2 600 △36.4 570 △45.0 400 △29.3 51.11

（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（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3月期3Q 8,175,280 株 2020年3月期 8,175,280 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 311,029 株 2020年3月期 340,131 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 7,852,293 株 2020年3月期3Q 7,822,439 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基づいており、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。



ハビックス株式会社(3895) 2021年３月期 第３四半期決算短信

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

（追加情報） ……………………………………………………………………………………………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） …………………………………………………………………………………９

（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………９

　



ハビックス株式会社(3895) 2021年３月期 第３四半期決算短信

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の感染拡大による社会・経済活動の急

速な停滞の影響から非常に厳しい状況で推移しました。第２四半期において経済活動が徐々に再開され、足元の

景気は持ち直しの動きが見られましたが、第３四半期に入り感染が再拡大し、依然として先行きは不透明な状況

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つきましては、外出自粛や休業要請等が徐々に緩和され、回復

の兆しが見受けられたものの、回復のペースは緩やかなものに留まっています。また衛生材料市場におきまして

も、景気低迷による買い控え等により販売数量が伸び悩みました。一方、主要原材料であるパルプの価格動向に

つきましては、世界的な景気減速の影響等により下落傾向で推移しました。

　このような環境のなか、当社グループは全社員が感染防止に注力しつつ、営業活動を継続的に展開するととも

に、全拠点において品質改善・生産性向上・コスト削減等の抜本的改革を推進し、収益性を高めるべく企業体質

の強化を図ってまいりましたが、業績への影響は限定的となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,155百万円(前年同期比17.3％減)、営業利益は618百万円(同

21.7％減)、経常利益は589百万円(同31.6％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は401百万円(同32.1％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、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として「ステイホーム」の習慣が定着したこと等に

より家庭用クッキングペーパーの販売が伸長した一方、外食産業の市場縮小は回復せず、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受注が大幅に減少しました。化合繊不織布は、新規販売先への拡

販活動を積極的に展開しましたが、一部の販売先においてベビー用紙おむつの輸出量が減少したことにより、

受注が減少しました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,337百万円(前年同期比24.9％減)、セグメント利益は777

百万円(同22.0％減)となりました。

ｂ．紙関連事業

衛生用紙は、昨年度に稼働を開始した新設の衛生用紙生産ラインの安定稼働に注力するとともに、衛生材料

市場における紙おむつ、ペットシーツ、トイレクリーナー向け製品を中心に拡販活動を積極的に展開しました

が、外食産業の市場縮小は回復せず、おしぼりやテーブルナプキン向け製品の受注が低迷し、売上高は減少し

ました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,817百万円(前年同期比6.5％減)、セグメント利益は490百

万円(同10.0％減)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

ａ．資産

総資産は、前連結会計年度末と比べ706百万円減少して14,777百万円となりました。これは主に、原材料及び貯

蔵品が173百万円、電子記録債権が150百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が424百万円、有形固定資産が

220百万円、現金及び預金が182百万円、流動資産のその他に含まれる未収消費税等が87百万円、投資その他の資

産のその他に含まれる繰延税金資産が70百万円、無形固定資産が37百万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1,033百万円減少して6,097百万円となりました。これは主に、電子記録債務

が451百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税等が150百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が600百

万円、長期借入金が356百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が283百万円、未払法人税等が173

百万円、１年内返済予定の長期借入金が106百万円、賞与引当金が87百万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327百万円増加して8,680百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

260百万円、その他有価証券評価差額金が38百万円、資本剰余金が14百万円増加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58.7％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

当第３四半期連結累計期間の業績は、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益におきまし

て、既に通期の連結業績予想を上回りました。しかし、新型コロナウイルスの感染再拡大により再び緊急事態宣言

が発令され、先行きは不透明な状況が続いております。このような状況のなか、現時点においてこれらの影響のす

べてを把握することが困難であることから、2020年11月５日公表の連結業績予想から修正は行っておりません。

　なお、今後の動向に応じて修正の必要が生じた場合には速やかに公表いたします。
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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 3,148,380 2,966,190

受取手形及び売掛金 2,758,405 2,333,776

電子記録債権 1,631,827 1,782,506

有価証券 21,022 -

商品及び製品 354,170 341,163

仕掛品 15,486 13,373

原材料及び貯蔵品 417,547 590,561

その他 164,771 43,622

貸倒引当金 △70 △64

流動資産合計 8,511,541 8,071,129

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,128,883 5,142,045

減価償却累計額 △2,329,934 △2,446,963

建物及び構築物（純額） 2,798,949 2,695,082

機械装置及び運搬具 9,134,885 9,191,282

減価償却累計額 △6,703,549 △6,950,374

機械装置及び運搬具（純額） 2,431,335 2,240,907

土地 1,175,984 1,247,382

建設仮勘定 9,529 7,389

その他 479,810 507,697

減価償却累計額 △367,658 △390,932

その他（純額） 112,152 116,765

有形固定資産合計 6,527,951 6,307,527

無形固定資産 118,025 80,199

投資その他の資産

その他 371,584 363,846

貸倒引当金 △44,861 △44,861

投資その他の資産合計 326,723 318,985

固定資産合計 6,972,699 6,706,712

資産合計 15,484,241 14,777,842
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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 1,644,615 1,044,600

電子記録債務 613,706 1,065,290

1年内返済予定の長期借入金 630,025 523,792

未払法人税等 186,734 13,242

賞与引当金 158,228 70,427

役員賞与引当金 38,000 18,000

その他 712,059 561,385

流動負債合計 3,983,370 3,296,739

固定負債

長期借入金 2,946,426 2,589,500

退職給付に係る負債 153,646 160,398

その他 47,627 50,748

固定負債合計 3,147,700 2,800,647

負債合計 7,131,070 6,097,386

純資産の部

株主資本

資本金 593,660 593,660

資本剰余金 616,512 630,532

利益剰余金 7,155,686 7,416,527

自己株式 △64,030 △58,551

株主資本合計 8,301,828 8,582,167

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43,686 81,841

為替換算調整勘定 7,655 16,447

その他の包括利益累計額合計 51,342 98,288

純資産合計 8,353,171 8,680,456

負債純資産合計 15,484,241 14,777,842
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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 9,862,168 8,155,601

売上原価 7,704,036 6,312,055

売上総利益 2,158,131 1,843,545

販売費及び一般管理費 1,368,225 1,225,233

営業利益 789,906 618,312

営業外収益

受取利息 121 144

受取配当金 4,442 4,420

デリバティブ評価益 35,496 -

為替差益 9,080 -

試作品売却収入 10,223 2,758

受取保険金 18,134 763

故紙売却収入 5,271 3,710

補助金収入 9,584 16,022

その他 1,483 6,573

営業外収益合計 93,838 34,393

営業外費用

支払利息 19,459 19,699

デリバティブ評価損 - 38,976

その他 2,439 4,227

営業外費用合計 21,899 62,903

経常利益 861,845 589,802

税金等調整前四半期純利益 861,845 589,802

法人税、住民税及び事業税 251,278 133,150

法人税等調整額 19,098 54,779

法人税等合計 270,377 187,929

四半期純利益 591,468 401,873

親会社株主に帰属する四半期純利益 591,468 401,873
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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 591,468 401,873

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,629 38,154

為替換算調整勘定 △3,442 8,791

その他の包括利益合計 △1,813 46,946

四半期包括利益 589,654 448,819

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 589,654 448,819

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。

　 （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）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、その収束時期等を予想することは困難であることから、固定資

産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、年度末にかけて影響が続くとの仮定

を置き行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や影響については不確定要素が多いため、上記仮定に変化

が生じた場合には、当連結会計年度の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（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。
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（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 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 紙関連 計

売上高

外部顧客への売上高 5,779,772 4,082,396 9,862,168 ― 9,862,168

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,779,772 4,082,396 9,862,168 ― 9,862,168

セグメント利益 996,114 544,220 1,540,334 △750,428 789,906

(注) １. セグメント利益の調整額△750,428千円は、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。

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 紙関連 計

売上高

外部顧客への売上高 4,337,836 3,817,764 8,155,601 ― 8,155,601

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,337,836 3,817,764 8,155,601 ― 8,155,601

セグメント利益 777,466 490,005 1,267,472 △649,160 618,312

(注) １. セグメント利益の調整額△649,160千円は、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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


