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（百万円未満切捨て）

（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２四半期 6,166 △24.6 △24 － △6 － △23 －
2020年３月期第２四半期 8,182 13.5 89 227.3 108 128.8 64 △44.3

（注）包括利益 2021年３月期第２四半期 △27百万円 （－％） 2020年３月期第２四半期 28百万円 （△79.3％）

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２四半期 △35.68 －
2020年３月期第２四半期 97.64 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％
2021年３月期第２四半期 7,820 3,426 43.8
2020年３月期 8,806 3,487 39.6

（参考）自己資本 2021年３月期第２四半期 3,425百万円 2020年３月期 3,486百万円

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 － 50.00 50.00
2021年３月期 － 0.00

2021年３月期（予想） － 50.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％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 13,600 △13.6 30 △80.6 40 △77.5 30 △71.0 44.80

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

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）

連結業績予想については、本日（2020年10月29日）公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご参照くだ
さい。



 

（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

（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期２Ｑ 735,344株 2020年３月期 735,344株

②  期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 65,767株 2020年３月期 65,756株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 669,587株 2020年３月期２Ｑ 665,302株

※  注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た

っての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）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。
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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２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により引き続き経済

　　　活動が抑制され、極めて厳しい状況が続きました。

　国内紙流通業界におきましても、各種イベントの中止や延期により、チラシ・パンフレット等の印刷用紙需要が

大幅に減少し、急速なデジタル化の進展と併せて一層厳しさを増しております。

　　　　このような状況下で当社グループは、テレワークや時差出勤などを活用して感染予防に努めながら営業活動を

　　　展開し、適正価格販売に取り組んでまいりました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高6,166百万円（前年同期比24.6％減）、営業損失24

百万円、経常損失６百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失23百万円となりました。

　売上高をセグメント別にみますと、洋紙卸売事業が6,107百万円（前年同期比24.8％減）、物流事業が129百万円

（前年同期比23.0％減）、不動産賃貸事業が60百万円（前年同期比0.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて986百万円減少し7,820百万円と

なりました。これは主に売掛債権の減少によるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べて925百万円減少し4,393百万円となりました。これは主に買掛債務の減少に

よるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べて61百万円減少し3,426百万円となりました。これは主に利益剰余金の

減少のよるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　本日（2020年10月29日）公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 735,821 629,464

受取手形及び売掛金 2,827,469 2,141,682

電子記録債権 437,397 451,090

商品 1,092,238 1,022,926

未収入金 488,695 443,215

その他 71,128 50,741

貸倒引当金 △4,883 △3,358

流動資産合計 5,647,867 4,735,762

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 891,312 866,691

機械装置及び運搬具（純額） 24,862 26,007

土地 1,122,057 1,122,057

その他（純額） 5,438 7,542

有形固定資産合計 2,043,670 2,022,299

無形固定資産

のれん 318,856 298,928

その他 10,091 12,535

無形固定資産合計 328,948 311,463

投資その他の資産

投資有価証券 363,043 348,791

出資金 215,351 215,351

繰延税金資産 126,159 110,032

その他 81,670 76,307

投資その他の資産合計 786,224 750,483

固定資産合計 3,158,843 3,084,246

資産合計 8,806,711 7,820,008

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,571,425 3,803,888

電子記録債務 164,268 110,841

賞与引当金 35,137 6,100

その他 190,459 120,717

流動負債合計 4,961,290 4,041,548

固定負債

退職給付に係る負債 318,706 309,824

その他 39,231 42,352

固定負債合計 357,937 352,177

負債合計 5,319,228 4,393,725

純資産の部

株主資本

資本金 2,381,052 2,381,052

資本剰余金 782,473 782,473

利益剰余金 658,008 600,637

自己株式 △238,705 △238,756

株主資本合計 3,582,829 3,525,406

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △96,116 △99,887

その他の包括利益累計額合計 △96,116 △99,887

非支配株主持分 770 764

純資産合計 3,487,483 3,426,283

負債純資産合計 8,806,711 7,820,008
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 （単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 8,182,443 6,166,481

売上原価 7,083,255 5,372,782

売上総利益 1,099,188 793,698

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 346,210 291,138

賞与引当金繰入額 70,992 4,703

退職給付費用 19,861 20,305

減価償却費 23,954 21,686

その他 548,449 480,547

販売費及び一般管理費合計 1,009,467 818,380

営業利益又は営業損失（△） 89,720 △24,682

営業外収益

受取利息 6 3

受取配当金 16,369 17,025

設備賃貸料 3,815 3,815

貸倒引当金戻入額 845 1,524

保証債務取崩額 356 634

助成金収入 － 60,765

その他 1,436 1,329

営業外収益合計 22,831 85,099

営業外費用

手形売却損 2,568 2,997

支払手数料 1,000 1,000

休業手当 － 63,105

その他 50 29

営業外費用合計 3,618 67,132

経常利益又は経常損失（△） 108,932 △6,714

特別利益

投資有価証券売却益 － 5,515

特別利益合計 － 5,515

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
108,932 △1,198

法人税、住民税及び事業税 56,623 6,571

法人税等調整額 △12,649 16,127

法人税等合計 43,973 22,699

四半期純利益又は四半期純損失（△） 64,958 △23,898

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1 △6

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
64,959 △23,892

（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２四半期連結累計期間）

- 5 -

㈱共同紙販ホールディングス（9849）2021年3月期　第2四半期決算短信



 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 64,958 △23,898

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △36,001 △3,771

その他の包括利益合計 △36,001 △3,771

四半期包括利益 28,957 △27,669

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 28,958 △27,663

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △6

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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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。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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