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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 

当社グループを取り巻く経済環境は、ワクチン接種の進展などにより経済活動は緩やかな回復基調にありますが、

新たに発生したオミクロン株感染症の急拡大、エネルギー価格の上昇や海外物流の混乱など、依然不透明な状況が

続いております。 

このような状況のなか当社グループは、紙販売におきましては内需の大幅な回復が見込めない状況下、輸出案件

を積極的に受注しコロナ感染症拡大前の前々期並みの数量確保を目指しました。パルプ販売につきましては、世界

的なパルプ市況の回復により、前々期と比較し販売数量を増やしております。 

当第３四半期連結累計期間の営業成績につきましては、売上高は、65,850百万円と需要の大きく落ち込んだ前年

同四半期と比較し12.5％の増収となりました。収益面では、原燃料価格アップなどの悪化要因はありましたが、販

売量の増加に伴う稼働率の向上や、徹底したコスト削減対策を推進したこと等により、営業利益は1,931百万円、経

常利益は2,424百万円と前年同四半期と比較し改善いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

連結売上高            65,850 百万円 （前年同四半期比 12.5％増） 

連結営業利益            1,931 百万円 （前年同四半期は 2,076 百万円の連結営業損失）  

連結経常利益            2,424 百万円 （前年同四半期は 2,221 百万円の連結経常損失） 

親会社株主に帰属する四半期純利益  1,190 百万円 （前年同四半期は 2,596 万円の親会社株主に 

帰属する四半期純損失） 

（紙・パルプ製造事業） 

◎ 新聞用紙 

新聞用紙の販売につきましては、構造的な要因による発行部数の減少と新型コロナウイルス感染症による広告

減での頁数減少という複合要素により減少傾向が続いており数量・金額共に前期を下回りました。 

◎ 印刷用紙 

印刷用紙の販売につきましては、コロナ禍で停滞した前期の反動を受けて数量・金額共に前期を上回る事が

出来ました。 

◎ 包装用紙 

包装用紙の販売につきましては、コロナ禍での需要減少の影響を受け依然インバウンド需要に回復は見られま

せんが、自動車関連を中心とした需要が回復基調にあり、数量・金額共に前期を上回りました。 

◎ 特殊紙・板紙及び加工品等 

 特殊紙・板紙及び加工品等の販売につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響で高級白板紙分野に

て需要減退を余儀なくされましたが、壁紙は前期を上回り、巣ごもり需要の食品関連を中心とした加工原紙も前

期を上回ることが出来ました。全般的な回復基調により、数量・金額ともに前期を上回りました。 

◎ パルプ 

パルプの販売につきましては、世界的にパルプ市況が回復し、数量・金額とも前期を上回りました。 

これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。 

連結売上高     57,800 百万円  （前年同四半期比 14.7％増） 

連結営業利益     1,162 百万円    （前年同四半期は 3,187 百万円の連結営業損失） 
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（発電事業） 

発電事業につきましては、安定操業に努めましたが、紙生産数量増加に伴う売電量の減少や燃料価格の上昇な

どにより減収・減益となりました。 

これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。 

連結売上高      4,780 百万円  （前年同四半期比 7.5％減） 

連結営業利益       516 百万円  （前年同四半期比 48.3％減） 

（その他） 

販売数量増加に伴う工場稼働率向上もあり、紙断裁選別包装・運送事業等の紙・パルプ製造事業を補助する「そ

の他事業」につきまして増収・増益となりました。

これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。 

連結売上高     14,133 百万円  （前年同四半期比  13.6％増） 

連結営業利益      184 百万円  （前年同四半期比 518.1％増） 

(２)財政状態に関する説明  

（総資産） 

受取手形、売掛金及び契約資産が 2,865 百万円増加したこと等により、総資産は前連結会計年度末に比べて 0.4％

増加し、123,962 百万円となりました。 

（負債） 

金融機関からの借入金が 4,791 百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べて 0.7％減少

し、75,465 百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 2.2％増加し、48,497 百万円となりました。これは主として、親会社

株主に帰属する四半期純利益 1,190 百万円により利益剰余金が増加したことによります。自己資本比率は前連結会

計年度末に比べて 0.7 ポイント増加し、39.1％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 

  2022 年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の実績及び足元の状況を鑑み、2021 年５月

14 日に公表した通期連結業績予想等を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表しております「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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(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等の適用） 

  「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。 

これによる主な変更点は、販売奨励金等の取引先に支払う対価の会計処理となります。従来は販売費及び

一般管理費に計上しておりました販売奨励金等の一部を、売上高から控除する方法に変更いたしました。 

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、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、

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。ただし、収益認識会計基準第 86 項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前まで

に従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しており

ません。また、収益認識会計基準第 86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期

首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理

を行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 2,945 百万円減少し、売上原価は 67 百万円増加し、販

売費及び一般管理費は 3,037 百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

24百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は 24百万円減少しております。 

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示し

ていた「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含め

て表示することとしました。なお、収益認識会計基準第 89-2 項に定める経過的な取扱いに従って、前連結

会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「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項及び「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） 

   Ⅰ 前第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：百万円） 

報告セグメント 
その他 

(注) 
合計 

紙･パルプ 

製造事業 
発電事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高 48,006 5,170 53,176 5,372 58,548 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
2,397 ― 2,397 7,064 9,462 

計 50,403 5,170 55,573 12,436 68,010 

セグメント利益 

又は損失（△） 
△3,187 999 △2,187 29 △2,157 

(注) 「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、ナノフォレスト事業、紙加工

品製造事業、運送事業、設備設計施工・修理事業、原材料事業、紙断裁選別包装事業、中越エコプロダクツ 

事業等を含んでおります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主 

な内容(差異調整に関する事項) 

(単位：百万円)
         利益又は損失（△）                   金額 

報告セグメント計                 △2,187 

「その他」の区分の利益                        29 

セグメント間取引消去                                      63 

棚卸資産の調整額                                      13 

その他の調整額                          4 

四半期連結損益計算書の営業損失（△）                    △2,076 
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Ⅱ 当第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：百万円） 

報告セグメント 
その他 

(注) 
合計 

紙･パルプ 

製造事業 
発電事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高 54,955 4,780 59,735 6,114 65,850 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
2,844 ― 2,844 8,018 10,863 

計 57,800 4,780 62,580 14,133 76,714 

セグメント利益      1,162 516 1,679 184 1,863 

      (注)「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、ナノフォレスト事業、紙加工 

品製造事業、運送事業、設備設計施工・修理事業、原材料事業、紙断裁選別包装事業、中越エコプロダクツ 

事業等を含んでおります。 

     ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主 

な内容(差異調整に関する事項) 

(単位：百万円)
         利益又は損失（△）                   金額 

報告セグメント計                   1,679 

「その他」の区分の利益                      184 

セグメント間取引消去                                      60 

棚卸資産の調整額                                     △7 

その他の調整額                         14 

四半期連結損益計算書の営業利益                     1,931 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 
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