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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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する経済活動や

行動制限が緩和され、個人消費や設備投資、雇用情勢などに持ち直しの動きがみられました。しかし

ながら、感染再拡大への不安やウクライナ情勢の長期化によるエネルギー・原材料価格の高騰、世界

的な金融引締めが進む中での急激な円安や物価上昇など、先行きについては引続き不透明な状況が続

いております。

　当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は105,553百万円（前年同期比7.3％増）、経常

利益は3,644百万円（前年同期比31.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,369百万円（前

年同期比39.0％増）となりました。

セグメントの業績は次の通りです。

〔段ボール〕

国内段ボール部門は、飲料や青果物、通販・宅配向けの販売数量が増加しましたが、食料品分野で

各商品の値上げの発表が継続しており、消費者の節約志向の影響を受け生産量は前年並みで推移しま

した。また、主材料である原紙価格の上昇や重油・ガス・電力料・接着剤・インキ・輸送費等の値上

がりを受け、期初から製品値上げに取組んでまいりました。

米国・ベトナムの海外段ボール子会社２社は増収・増益となりました。円安の影響もあり営業利益

は前年同期比増加しました。

その結果、売上高は55,663百万円（前年同期比12.0％増）となりましたが、国内での製品値上げの

決定時期の遅れもあり、段ボール部門の営業利益は2,674百万円（同12.6％減）となりました。

〔住宅〕

住宅部門では、㈱スウェーデンハウスの「オリコン顧客満足度調査ハウスメーカー注文住宅」８年

連続総合第１位、㈱玉善の「オリコン顧客満足度調査建売住宅ビルダー東海」２年連続第１位を訴求

し、販売活動を強化してまいりました。㈱スウェーデンハウスの販売棟数は前年同期比増加したもの

の、㈱玉善では木材価格の高騰や半導体不足の影響を受け建売販売価格が上昇したことから来場者数

が落ち込み、販売棟数は前年同期比減少となりました。

その結果、住宅の売上高は28,031百万円（前年同期比1.3％減）となりました。収益面では売上高

が下半期に集中するため営業損失が563百万円（前年同期は営業損失1,203百万円）となりました。

〔運輸倉庫〕

運輸倉庫部門においては、今年は例年より早く６月から猛暑に見舞われたことから飲料関係を中心

とした取扱数量が増加し、更に㈱トーウンＴＬＰ札幌の本格稼働により増収となりましたが、原油価

格高騰の影響を受けた燃料費等の上昇により、減益となりました。

運輸倉庫の売上高は取扱数量の増加により21,858百万円（前年同期比7.7％増）となり、営業利益

は1,086百万円（同1.9％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金等が減少しましたが、受取手形、売掛金及

び契約資産や電子記録債権等の増加により、前連結会計年度末比2,652百万円増加の192,671百万円と

なりました。負債は借入金等の減少により前連結会計年度末比204百万円減少の113,687百万円となり

ました。純資産の部は利益剰余金や為替換算調整勘定等の増加により前連結会計年度末比2,857百万

円増加の78,984百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、通期の連結業績予想につきましては、現時点における

不確定要素が多いため、2022年５月９日に発表いたしました業績予想を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：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,701 13,956

受取手形、売掛金及び契約資産 28,706 31,232

電子記録債権 5,906 6,997

棚卸資産 24,597 25,397

その他 5,349 6,248

貸倒引当金 △47 △59

流動資産合計 81,213 83,773

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 35,249 35,100

機械装置及び運搬具（純額） 18,862 18,814

土地 33,284 33,781

その他（純額） 3,519 3,358

有形固定資産合計 90,916 91,055

無形固定資産 1,725 1,539

投資その他の資産

投資有価証券 7,855 7,799

その他 8,623 8,799

貸倒引当金 △315 △295

投資その他の資産合計 16,163 16,302

固定資産合計 108,804 108,897

資産合計 190,018 192,671
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,633 22,419

短期借入金 9,133 8,899

1年内返済予定の長期借入金 3,871 9,842

未払法人税等 1,880 1,313

賞与引当金 1,981 1,855

その他の引当金 415 225

その他 9,510 10,948

流動負債合計 49,426 55,504

固定負債

長期借入金 54,164 48,171

退職給付に係る負債 3,590 3,536

その他の引当金 417 399

その他 6,292 6,074

固定負債合計 64,465 58,182

負債合計 113,891 113,687

純資産の部

株主資本

資本金 13,669 13,669

資本剰余金 11,276 11,276

利益剰余金 50,558 52,485

自己株式 △4,213 △4,198

株主資本合計 71,291 73,232

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,822 2,787

為替換算調整勘定 481 1,495

退職給付に係る調整累計額 1,066 969

その他の包括利益累計額合計 4,370 5,253

非支配株主持分 464 497

純資産合計 76,126 78,984

負債純資産合計 190,018 192,671
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 98,382 105,553

売上原価 83,197 89,469

売上総利益 15,184 16,083

販売費及び一般管理費 12,543 13,241

営業利益 2,641 2,842

営業外収益

受取利息及び配当金 135 130

為替差益 98 694

雑収入 245 341

営業外収益合計 478 1,166

営業外費用

支払利息 210 252

雑損失 142 112

営業外費用合計 352 365

経常利益 2,767 3,644

特別利益

投資有価証券売却益 1 34

ゴルフ会員権売却益 10 -

特別利益合計 12 34

特別損失

固定資産処分損 26 99

減損損失 32 1

特別損失合計 59 101

税金等調整前四半期純利益 2,720 3,577

法人税、住民税及び事業税 1,450 1,304

法人税等調整額 △476 △132

法人税等合計 973 1,171

四半期純利益 1,747 2,405

非支配株主に帰属する四半期純利益 43 36

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,704 2,369
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 1,747 2,405

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 164 △37

繰延ヘッジ損益 △3 -

為替換算調整勘定 49 1,014

退職給付に係る調整額 △77 △96

その他の包括利益合計 133 880

四半期包括利益 1,880 3,286

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,829 3,252

非支配株主に係る四半期包括利益 51 33
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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２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２段ボール 住宅 運輸倉庫 計

売上高

外部顧客への売上高 49,692 28,399 20,290 98,382 － 98,382

セグメント間の内部売上高
又は振替高

249 19 2,650 2,919 △2,919 －

計 49,942 28,418 22,941 101,302 △2,919 98,382

セグメント利益又は損失(△) 3,059 △1,203 1,107 2,963 △322 2,641

（注）１ 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額△322百万円には、セグメント間取引消去75百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△397百万円が含まれております。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 セグメント利益又は損失の合計額は、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２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２段ボール 住宅 運輸倉庫 計

売上高

外部顧客への売上高 55,663 28,031 21,858 105,553 － 105,553

セグメント間の内部売上高
又は振替高

130 31 2,850 3,012 △3,012 －

計 55,793 28,063 24,708 108,565 △3,012 105,553

セグメント利益又は損失(△) 2,674 △563 1,086 3,198 △355 2,842

（注）１ 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額△355百万円には、セグメント間取引消去82百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△437百万円が含まれております。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 セグメント利益又は損失の合計額は、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。

　


