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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 
 

回次
第181期

第３四半期
連結累計期間

第182期
第３四半期
連結累計期間

第181期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年12月31日

自 2019年４月１日
至 2019年12月31日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 206,121 201,818 275,807

経常利益 (百万円) 6,150 12,786 13,015

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 3,654 2,685 9,155

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △1,305 1,563 3,210

純資産額 (百万円) 188,284 191,833 192,861

総資産額 (百万円) 371,160 368,506 368,082

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 19.34 14.21 48.44

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 18.94 12.29 47.73

自己資本比率 (％) 50.5 51.9 52.2
 

　

回次
第181期

第３四半期
連結会計期間

第182期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年10月１日
至 2018年12月31日

自 2019年10月１日
至 2019年12月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は１株当たり四半期純損失
金額（△）

(円) 5.22 △20.41

 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はあり

ません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な

変更があった事項は、次のとおりであります。

 
三菱商事株式会社との業務提携契約について

当社は、三菱商事株式会社と業務提携契約を締結し、当社の国際競争力向上、企業価値向上に努めており、同社と

の関係に変更が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があると有価証券報

告書に記載しておりました。

当該リスクに関して、第２四半期連結会計期間において当社は、2019年７月20日の契約期間満了をもって同社との

業務提携を解消いたしました。本件による当社連結業績に与える影響はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出が引き続き弱含むなかで、製造業を中心に弱さが増し

ているものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、緩やかな景気回復が継続している一方で、通商問題を巡る

動向、中国経済の先行き、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱、中東地域を巡る情勢など、依然として先行き不透明な

状況が続きました。

　当社グループにおきましては、2019年１月より実施した洋紙の価格改定があったものの、国内需要の低迷及び

海外における販売価格の低迷により減収となり、当第３四半期連結累計期間の売上高は201,818百万円（前年同

四半期比2.1％減）となりました。損益面においては、洋紙の価格改定及び各種コストダウン効果等があった結

果、営業利益9,429百万円（前年同四半期比118.9％増）、経常利益12,786百万円（前年同四半期比107.9％増）

となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、江門星輝造紙有限公司にて固定資産の減損損失を計上したこと

に伴い、2,685百万円（前年同四半期比26.5％減）となりました。

 

主なセグメント別の業績は、下記のとおりであります。

 

① 紙パルプ事業

紙パルプ事業につきましては、2019年１月より実施した洋紙の価格改定があったものの、国内需要の低迷及

び海外における販売価格の低迷により減収となりました。損益面においては、洋紙の価格改定及び各種コスト

ダウン効果等により増益となりました。

　以上の結果、紙パルプ事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 181,407百万円(前年同四半期比 2.0％減)

営業利益 7,971百万円(前年同四半期比 207.9％増)
 

 

② パッケージング・紙加工事業

パッケージング・紙加工事業につきましては、液体容器の受注減により減収減益となりました。

　この結果、パッケージング・紙加工事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 14,039百万円(前年同四半期比 4.8％減)

営業利益 421百万円(前年同四半期比 40.3％減)
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③ その他

木材事業、古紙卸業、建設業、運送・倉庫業をはじめとするその他事業につきましては、全体的に厳しい受

注環境下でありましたが、木材事業の外部受注が増加したことにより増収となりました。損益面においては、

主として運送・倉庫業のコストアップにより減益となりました。

　以上の結果、その他事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 6,371百万円(前年同四半期比 1.9％増)

営業利益 499百万円(前年同四半期比 8.5％減)
 

 

総資産は、前連結会計年度末に比べて424百万円増加し、368,506百万円となりました。これは、主として現金

及び預金が7,310百万円、投資有価証券が5,656百万円それぞれ増加した一方で、原材料及び貯蔵品が4,363百万

円、減価償却等により有形固定資産が7,480百万円それぞれ減少したことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べて1,452百万円増加し、176,672百万円となりました。これは、主として有利

子負債が2,669百万円増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて1,027百万円減少し、191,833百万円となりました。これは、主としてそ

の他有価証券評価差額金が816百万円減少したことによるものです。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 
(株式会社の支配に関する基本方針)

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。

 
① 当社の基本方針の内容の概要

当社は、先進の技術と従業員の強固な信頼関係をベースとして、環境負荷を低減した紙素材の提供を通して、

顧客・株主・取引先・地域社会等に貢献できる会社となり、同時に企業価値の長期安定的な向上を図ることを、

経営の最重要課題と認識しております。従いまして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。

当社は、株式の大量買付であっても、当社自身の企業価値を増大させ、株主共同の利益を向上させるものであ

れば、これを一概に否定するものではありません。会社の支配権の移転については、最終的には株主全体の意思

に基づき行われるべきものと認識しております。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て却って企業価値ひいては株主共同の利益を毀損

するもの、株主に株式売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等につ

いて検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの等、対

象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なからず見受けられます。

当社の属する製紙産業は、設備の投資から回収まで長期間を要するものであり、中長期的視点での経営判断が

必要とされます。当社は適宜・適切な設備投資を実施し、国際競争力を確保して参りましたが、こうした努力が

当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられなくてはなりません。また、当社の競

争力の源泉は設備の比較優位性だけでなく、需要家の皆様から当社製品の品質と短期間での納品をはじめとした

お客様の要請に応えるきめ細かなサービスに対して、多くの御支持を頂いていることにあります。さらに、当社

グループ従業員の一体感を持った、高いモチベーションや、当社とその事業がなされる地域社会との関係も重要

と考えられます。これらが当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上にとって不可欠であると考え

ております。

当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社の企業価値の源泉を十分に

理解したうえで、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければなら

ないと考えております。従いまして、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある株式の

大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
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② 基本方針実現に資する特別な取組みの概要

当社グループは、1907年の創業以来、一貫して紙素材を社会に提供することにより、社会経済の発展と生活文

化の向上に努めております。また、国際的な競争力を有し、持続的な成長を可能とすることにより企業価値の長

期安定的な向上を図ることを、経営の最重要課題と捉えております。そのため、いかなる事業環境下においても

持続的な成長を目指し、さらに企業価値を向上させるため、2020年を目標とする長期経営ビジョン「Vision

2020」の最終ステップとして、2017年４月より中期経営計画「V-DRIVE」をスタートさせました。ここで掲げた

基本方針、経営目標を実現することにより、企業価値、ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。

 
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組みの概要

当社は、2019年５月17日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」

（以下「本プラン」という。）の更新を決議し、同年６月26日開催の第181回定時株主総会において、本プラン

は株主の皆様のご承認をいただき、更新されました。

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式の20％以上の

買付等が行われる場合に、買付者等に対し、事前に意向表明書の提出や当該買付等に関する情報の提供を求め、

当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主に対して当社経営陣の計画や

代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めるものです。

買付者等が、本プランに定める手続に従うことなく買付等を行う場合や、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など、買付等が本プランに定められた客観的

な発動要件に該当し、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合は、当社は、会社法その他の法律

及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置（以下「対抗措置」という。）をとり、当該買付等に対抗

することがあります。当社取締役会は、具体的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点で最も適切

と当社取締役会が判断したものを選択することとしますが、現時点における具体的な対抗措置としては、新株予

約権の無償割当てを行うことを予定しており、その場合には、当該買付者等による権利行使は認められないなど

の差別的行使条件及び当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得するなどの差別的取得条

項が付された新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降

に規定されます。）により割り当てます。

なお、対抗措置の発動または不発動等、株主意思確認総会の招集の判断については、当社取締役会の恣意的判

断を排するため、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主に対し

て適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

本プランの有効期間は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結時までとし、本プランの有効期間の満了前で

あっても、当社の株主総会において本プランを変更または廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当

該決議に従いその時点で変更または廃止されます。また、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。

本プランの導入（更新）時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資

家の皆様の権利に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、対抗措置が発動され、新株予約権無償割

当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みを行わないと、他の株

主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。ただし、当社

は、買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがありま

す。当社が係る取得の手続を取った場合、買付者等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使及び行使価額相当の

金銭の払込みをせずに当社株式を受領することとなり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じませ

ん。
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④ 上記の取組みに対する取締役会の判断及びその理由

本プランは、当社株式に対する買付等が行われた場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断

し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付

者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

るという目的をもって導入されるものです。従いまして、本プランは、当社の基本方針に沿うものであって、経

済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛

策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原

則、必要性・相当性確保の原則）も完全に充足しています。

また、本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変

化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発動

等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しております。独立委員会は、

当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役もしくは社外監査役または社外の有識者のいず

れかに該当する委員３名以上により構成されます。また、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報

開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われ

る仕組みが確保されています。本プランの発動については、予め定められた合理的な客観的発動要件が充足され

なければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保

しているものといえます。

このように、本プランは高度の合理性を有しており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するもので

あって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。　

 

(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は511百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(4) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、新たに確定した設備の新設等の計画は以下のとおりであります。

会社名
事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

投資予定額
資金調達

方法

着手及び完了予定
備考

総額 既支払額 着手 完了

北越コーポ

レーション

㈱

新潟工場

(新潟県新潟市

東区)

紙パルプ

事業

６号抄紙機段

ボール原紙製

造対応工事

百万円

1,800

百万円

39
自己資金 2019年７月 2020年２月

130,000

トン／年

Alberta-

Pacific

Forest

Industries

Inc.

本社、工場

(カナダ

アルバータ州)

紙パルプ

事業

回収ボイラー

熱回収設備導

入工事

百万カナダ

ドル

 39

百万カナダ

ドル

 4

自己資金

及び借入

金

2019年10月 2021年９月 収益向上

 

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 209,263,814 209,263,814
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株であ
ります。

計 209,263,814 209,263,814 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。　

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年12月31日 ― 209,263 ― 42,020 ― 45,435
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから直前の基準日（2019年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

  2019年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 ― ―

19,673,400
(相互保有株式)
普通株式 ― ―

23,600

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,892,358 ―
189,235,800

単元未満株式
普通株式

― ―
331,014

発行済株式総数 209,263,814 ― ―

総株主の議決権 ― 1,892,358 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2019年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)      

北越コーポレーション㈱
新潟県長岡市西蔵王
三丁目５番１号

19,673,400 ― 19,673,400 9.40

(相互保有株式)      

㈱ニッカン
新潟県長岡市西蔵王
三丁目５番１号

23,600 ― 23,600 0.01

計 ― 19,697,000 ― 19,697,000 9.41
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

取締役 物流企画本部長
　　 　 兼 物流企画部長
 　　 兼 段ボール事業部担当
          (同部長)

取締役 物流企画本部長
　　　　兼 物流企画部長
 　　 　兼 段ボール原紙事業担当

関 本　修 司 2019年10月１日
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2019年10月１日から2019年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 15,202 22,512

  受取手形及び売掛金 ※2,※3  67,708 ※3  66,167

  電子記録債権 ※2,※3  6,228 ※2,※3  6,734

  商品及び製品 26,012 27,051

  仕掛品 2,247 2,034

  原材料及び貯蔵品 26,679 22,315

  その他 6,075 5,627

  貸倒引当金 △55 △53

  流動資産合計 150,098 152,390

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 83,736 84,253

    減価償却累計額 △50,949 △52,412

    建物及び構築物（純額） 32,787 31,840

   機械、運搬具及び工具器具備品 427,956 427,804

    減価償却累計額 △354,882 △363,151

    機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 73,074 64,653

   その他（純額） 29,018 30,905

   有形固定資産合計 134,880 127,399

  無形固定資産 2,907 2,962

  投資その他の資産   

   投資有価証券 73,287 78,944

   その他 ※4  9,335 ※4  9,242

   貸倒引当金 ※4  △2,427 ※4  △2,432

   投資その他の資産合計 80,195 85,754

  固定資産合計 217,983 216,116

 資産合計 368,082 368,506
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※3  21,409 ※3  21,013

  電子記録債務 ※3  6,632 ※3  6,895

  短期借入金 25,655 25,458

  コマーシャル・ペーパー 10,500 11,000

  未払法人税等 2,531 530

  引当金 3,413 2,251

  その他 ※3  14,152 ※3  15,478

  流動負債合計 84,293 82,628

 固定負債   

  社債 30,000 30,000

  長期借入金 43,331 44,083

  引当金 1,386 1,392

  退職給付に係る負債 12,014 12,296

  資産除去債務 2,376 2,435

  その他 1,818 3,835

  固定負債合計 90,926 94,044

 負債合計 175,220 176,672

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 42,020 42,020

  資本剰余金 45,348 45,346

  利益剰余金 105,599 105,768

  自己株式 △9,933 △9,939

  株主資本合計 183,034 183,195

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 8,876 8,059

  繰延ヘッジ損益 △1 9

  為替換算調整勘定 △388 △604

  退職給付に係る調整累計額 583 479

  その他の包括利益累計額合計 9,070 7,944

 新株予約権 104 118

 非支配株主持分 651 574

 純資産合計 192,861 191,833

負債純資産合計 368,082 368,506
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

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

売上高 206,121 201,818

売上原価 171,157 162,120

売上総利益 34,964 39,698

販売費及び一般管理費 30,656 30,268

営業利益 4,307 9,429

営業外収益   

 受取利息 58 69

 受取配当金 923 981

 持分法による投資利益 771 3,610

 その他 1,851 1,216

 営業外収益合計 3,604 5,877

営業外費用   

 支払利息 596 493

 為替差損 95 1,157

 環境対策費 679 －

 その他 390 870

 営業外費用合計 1,761 2,520

経常利益 6,150 12,786

特別利益   

 固定資産売却益 222 31

 投資有価証券売却益 0 856

 持分変動利益 256 10

 事業譲渡益 87 －

 受取保険金 50 89

 その他 1 －

 特別利益合計 617 988

特別損失   

 固定資産除売却損 955 888

 減損損失 5 ※1  6,354

 災害による損失 348 684

 固定資産圧縮損 34 21

 投資有価証券売却損 － 0

 投資有価証券評価損 － 15

 関係会社出資金売却損 － 666

 特別損失合計 1,343 8,631

税金等調整前四半期純利益 5,424 5,143

法人税、住民税及び事業税 2,512 1,904

法人税等調整額 △565 547

法人税等合計 1,946 2,451

四半期純利益 3,478 2,691

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に
帰属する四半期純損失（△）

△176 6

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,654 2,685
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

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

四半期純利益 3,478 2,691

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △2,938 95

 繰延ヘッジ損益 26 △1

 為替換算調整勘定 △1,349 △218

 退職給付に係る調整額 △89 △82

 持分法適用会社に対する持分相当額 △433 △920

 その他の包括利益合計 △4,784 △1,128

四半期包括利益 △1,305 1,563

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,077 1,560

 非支配株主に係る四半期包括利益 △228 3
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【注記事項】

(会計方針の変更)

IFRSを適用している在外連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、IFRS第16号「リース」を適用しておりま

す。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することと

しました。IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従っており、会計方針の変更による累積的影響額を第

１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に計上しております。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の有形固定資産の「その他（純額）」が2,124百万円、流動負債の「そ

の他」が214百万円及び固定負債の「その他」が1,444百万円それぞれ増加し、流動資産の「その他」が108百万円

及び投資その他の資産の「その他」が574百万円それぞれ減少しております。当第３四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248百万円減少しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

　１　　連結子会社以外の会社等の金融機関等からの借入金の債務保証を行っております。

 

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2019年12月31日）

富士製紙協同組合 0百万円 6百万円
 

 
※２ 　輸出手形割引高、電子記録債権割引高及び電子記録債権譲渡高

 

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

輸出手形割引高 126百万円 －百万円

電子記録債権割引高 24 － 

電子記録債権譲渡高 62 42 
 

　

※３　　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期

手形及び電子記録債権債務が、四半期連結会計期間末残高から除かれております。
 

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

受取手形 889百万円 638百万円

電子記録債権 733 774 

支払手形 102 8 

電子記録債務 1,607 1,285 

設備関係支払手形 888 499 
 

 

※４　　2015年３月期に発覚の不正行為に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。

 
 

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

固定資産     

　投資その他の資産     

　　その他     

　　　長期未収入金 2,359百万円 2,359百万円

　　貸倒引当金 △2,359 △2,359 
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(四半期連結損益計算書関係)

※１　　減損損失

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

　　　　中国における事業環境の悪化を受けて、当社の連結子会社である江門星輝造紙有限公司の固定資産につい

て回収可能性を検討した結果に伴う減損損失その他です。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額

は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

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

減価償却費 13,768百万円 13,864百万円

のれんの償却額 100 94 
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,136 6.00 2018年３月31日 2018年６月28日 利益剰余金

2018年11月12日
取締役会

普通株式 1,137 6.00 2018年９月30日 2018年12月４日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第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．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月26日
定時株主総会

普通株式 1,137 6.00 2019年３月31日 2019年６月27日 利益剰余金

2019年11月13日
取締役会

普通株式 1,137 6.00 2019年９月30日 2019年12月３日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

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 2018年４月１日 至 2018年12月31日)

　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)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

紙パルプ
事業

パッケージ
ング・紙加
工事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 185,120 14,746 199,867 6,254 206,121 － 206,121

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,277 77 2,355 27,378 29,733 △29,733 －

計 187,398 14,824 202,222 33,632 235,855 △29,733 206,121

セグメント利益 2,588 706 3,294 546 3,841 466 4,307
 

(注)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、木材事業、古紙卸業、建設業、運

送・倉庫業等を含んでおります。

　　２　セグメント利益の調整額466百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

　　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。

 

 

Ⅱ 当第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：百万円）

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

紙パルプ
事業

パッケージ
ング・紙加
工事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 181,407 14,039 195,447 6,371 201,818 － 201,818

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,948 45 1,994 25,962 27,957 △27,957 －

計 183,356 14,085 197,441 32,334 229,776 △27,957 201,818

セグメント利益 7,971 421 8,392 499 8,891 537 9,429
 

(注)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、木材事業、古紙卸業、建設業、運

送・倉庫業等を含んでおります。

　　２　セグメント利益の調整額537百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

　　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。

 

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

「紙パルプ事業」セグメントにおいて、中国における事業環境の悪化を受けて、当社の連結子会社である江門星

輝造紙有限公司の固定資産について回収可能性を検討した結果、減損損失を計上しました。なお、当該減損損失

の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては6,354百万円であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第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) １株当たり四半期純利益金額 19円34銭 14円21銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 3,654 2,685

   普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(百万円)

3,654 2,685

   普通株式の期中平均株式数(千株) 188,997 189,056

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 18円94銭 12円29銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) △70 △358

（うち関連会社の発行する潜在株式の影響によ
る　　持分法投資損益(百万円)）

(△70) (△358)

   普通株式増加数(千株) 268 271

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

 

(重要な後発事象）

退職給付信託設定

当社は、2020年２月13日開催の取締役会において、退職給付財政の健全化と保有株式の有効活用を目的として、

当社が保有する上場株式の一部を退職給付信託に拠出することを決議いたしました。

（１）退職給付信託設定時期

2020年２月29日まで（予定）

（２）退職給付信託設定額

約6,400百万円（予定）

（３）業績への影響

本退職給付信託設定に伴い、2020年３月期第４四半期連結会計期間において、退職給付信託設定益として特

別利益約4,900百万円を計上する予定です。

なお、退職給付信託設定額及び退職給付信託設定益につきましては、設定日の株価等によって確定するた

め、今後変動する可能性があります。
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２ 【その他】

第182期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）中間配当については、2019年11月13日開催の取締役会におい

て、2019年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、

配当を行っております。

①　配当金の総額                                1,137百万円

②　１株当たりの金額      　                      ６円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日     2019年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年２月14日

北越コーポレーション株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三　浦　　　洋 印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田　中　　　徹 印
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木　村　純　一 印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北越コーポレー

ション株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2019年10月１日

から2019年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北越コーポレーション株式会社及び連結子会社の2019年12月31日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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