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1. 令和5年3月期第2四半期の連結業績（令和4年4月1日～令和4年9月30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 ％

5年3月期第2四半期 3,433 △0.7 469 △7.8 877 14.0 370 71.7

4年3月期第2四半期 3,458 1.6 509 33.5 769 172.7 215 ―

（注）包括利益 5年3月期第2四半期　　550百万円 （34.5％） 4年3月期第2四半期　　409百万円 （△35.4％）

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

5年3月期第2四半期 8.24 ―

4年3月期第2四半期 4.80 ―

(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 ％

5年3月期第2四半期 27,012 14,024 30.5

4年3月期 27,100 13,495 29.7

（参考）自己資本 5年3月期第2四半期 8,247百万円 4年3月期 8,061百万円

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

4年3月期 ― ― ― 0.50 0.50

5年3月期 ― ―

5年3月期（予想） ― 0.50 0.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 令和 5年 3月期の連結業績予想（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日）

　令和５年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で先行き不透明なことから、適正かつ合理的な算定が困難なため、引
き続き未定としております。なお、今後新型コロナウイルス感染拡大の動向を注視しながら、合理的な予想の開示が可能となった時点で、速やかに開示い
たします。



※ 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 ： 有

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） 5年3月期2Q 45,099,320 株 4年3月期 45,099,320 株

② 期末自己株式数 5年3月期2Q 95,105 株 4年3月期 94,841 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 5年3月期2Q 45,004,370 株 4年3月期2Q 45,005,450 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「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よる国内活動制限の緩和を受

けて経済活動が活発化し景気は持ち直しつつあるものの、ロシア・ウクライナ情勢に起因する資源・エネルギ

ー価格の高騰、急激な円安の影響など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

売上高は3,433百万円と前年同四半期に比べ25百万円（0.7％）減少となりました。営業利益は469百万円と前

年同四半期に比べ39百万円（7.8％）減少し、経常利益は、持分法適用関連会社の業績の回復により877百万円

と前年同四半期に比べ108百万円（14.0％）増加、親会社株主に帰属する四半期純利益は370百万円と前年同四

半期に比べ154百万円（71.7％）の増加となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

イ.製造供給事業

本事業においては、プリント基板等及び食品容器の売上が増加したことなどにより、売上高は1,084百万円と

前年同四半期に比べ21百万円増加したものの、セグメント損失は88百万円（前年同四半期セグメント損失47百万

円）となりました。

ロ.住宅関連事業

本事業においては、防蟻、防水、断熱工事等の売上が増加したものの、ログハウスの受注が減少したことなど

により、売上高は2,616百万円と前年同四半期に比べ3百万円の減少となり、セグメント利益は、503百万円と前

年同四半期に比べ4百万円の減少となりました。

ハ.投資・流通サービス事業

本事業においては、売上高は174百万円と前年同四半期に比べ15百万円増加し、セグメント利益は47百万円と

前年同四半期に比べ19百万円の増加となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ87百万円減少し、27,012百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金の減少などによります。

また、負債は、前連結会計年度末に比べ、617百万円減少し、12,987百万円となりました。主な要因は、短期

借入金の減少などによります。

この結果、純資産は、前連結会計年度末に比べ529百万円増加し、14,024百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末よ

り509百万円減少し、2,739百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出は、399百万円（前年同四半期は107百万円の収

入）となりました。主な要因は、法人税等の支払などによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、49百万円（前年同四半期は641百万円の支

出）となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の支出は、60百万円（前年同四半期は1,700百万円の

収入）となりました。主な要因は、短期借入金による返済などによるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和５年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で先行き不透明なことか

ら、適正かつ合理的な算定が困難なため、引き続き未定としております。なお、今後新型コロナウイルス感染拡

大の動向を注視しながら、合理的な予想の開示が可能となった時点で、速やかに開示いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和４年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,249,430 2,739,755

受取手形、売掛金及び契約資産 989,137 1,174,048

棚卸資産 4,980,409 5,178,733

その他 419,567 204,622

貸倒引当金 △20,364 △17,882

流動資産合計 9,618,180 9,279,277

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,977,558 2,980,501

機械装置及び運搬具 1,472,960 1,473,037

土地 5,684,257 5,684,257

その他 182,529 182,485

減価償却累計額 △3,429,941 △3,499,556

減損損失累計額 △262,098 △262,098

有形固定資産合計 6,625,264 6,558,627

無形固定資産

借地権 302,839 302,839

その他 3,326 3,326

無形固定資産合計 306,165 306,165

投資その他の資産

投資有価証券 3,242,641 3,360,465

関係会社株式 6,649,469 6,839,240

長期貸付金 417,406 430,725

繰延税金資産 25,591 24,135

その他 240,124 237,478

貸倒引当金 △24,723 △23,748

投資その他の資産合計 10,550,510 10,868,297

固定資産合計 17,481,940 17,733,090

資産合計 27,100,121 27,012,367

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
(令和４年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和４年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 725,011 747,142

短期借入金 2,267,196 922,331

１年内償還予定の社債 20,000 20,000

１年内返済予定の長期借入金 879,944 934,973

未払金 256,136 297,943

未成工事受入金 19,371 21,765

未払法人税等 597,336 364,573

賞与引当金 22,999 22,859

その他 1,063,766 867,672

流動負債合計 5,851,761 4,199,263

固定負債

社債 50,000 40,000

長期借入金 6,854,357 7,940,059

完成工事補償引当金 30,248 29,488

繰延税金負債 218,217 212,191

退職給付に係る負債 40,530 41,487

負ののれん 90,098 79,145

その他 469,844 445,948

固定負債合計 7,753,297 8,788,320

負債合計 13,605,058 12,987,583

純資産の部

株主資本

資本金 2,077,766 2,077,766

資本剰余金 973,811 973,811

利益剰余金 4,481,087 4,831,151

自己株式 △20,364 △20,393

株主資本合計 7,512,301 7,862,336

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 590,254 428,149

繰延ヘッジ損益 61 61

為替換算調整勘定 △4,995 △13,174

退職給付に係る調整累計額 △36,395 △30,105

その他の包括利益累計額合計 548,924 384,930

非支配株主持分 5,433,836 5,777,516

純資産合計 13,495,062 14,024,783

負債純資産合計 27,100,121 27,012,367
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日

　至　令和３年９月30日)

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

売上高 3,458,675 3,433,658

売上原価 1,694,245 1,742,789

売上総利益 1,764,430 1,690,869

販売費及び一般管理費 1,254,720 1,220,918

営業利益 509,709 469,951

営業外収益

受取利息 4,536 2,752

受取配当金 35,137 57,423

負ののれん償却額 10,952 10,952

持分法による投資利益 290,786 303,348

助成金収入 89,840 88,774

その他 11,617 36,392

営業外収益合計 442,871 499,644

営業外費用

支払利息 75,127 76,843

支払手数料 78,187 3,845

その他 29,559 11,133

営業外費用合計 182,874 91,822

経常利益 769,706 877,772

特別利益

固定資産売却益 6,147 60

投資有価証券売却益 7,891 89,152

特別利益合計 14,039 89,213

特別損失

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税金等調整前四半期純利益 783,746 966,986

法人税、住民税及び事業税 228,226 243,126

法人税等調整額 △7,998 9,263

法人税等合計 220,228 252,389

四半期純利益 563,517 714,596

非支配株主に帰属する四半期純利益 347,699 343,935

親会社株主に帰属する四半期純利益 215,818 370,661

（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）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日

　至　令和３年９月30日)

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

四半期純利益 563,517 714,596

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △146,480 △31,344

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,725 △132,648

その他の包括利益合計 △154,206 △163,993

四半期包括利益 409,311 550,603

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 61,612 206,667

非支配株主に係る四半期包括利益 347,699 343,935

（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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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日

　至　令和３年９月30日)

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 783,746 966,986

減価償却費 71,354 72,591

負ののれん償却額 △10,952 △10,952

貸倒引当金の増減額（△は減少） 690 △3,456

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 956

受取利息及び受取配当金 △39,674 △60,176

支払利息 75,127 76,843

持分法による投資損益（△は益） △290,786 △303,348

固定資産売却損益（△は益） △6,147 △14

固定資産除却損 － 0

投資有価証券売却損益（△は益） △7,891 △89,152

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △244,036 △297,353

棚卸資産の増減額（△は増加） △85,559 △198,324

仕入債務の増減額（△は減少） 113,383 15,533

未払消費税等の増減額（△は減少） 37,811 △209,243

その他 △202,119 115,210

小計 194,946 76,098

利息及び配当金の受取額 56,246 76,869

利息の支払額 △75,127 △76,792

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △68,852 △475,888

営業活動によるキャッシュ・フロー 107,212 △399,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,400 －

有形固定資産の取得による支出 △60,590 △5,559

有形固定資産の売却による収入 6,467 15

投資有価証券の取得による支出 △684,138 △157,778

投資有価証券の売却による収入 12,485 178,948

関係会社株式の取得による支出 △12,934 △21,140

貸付けによる支出 △90,901 △41,792

貸付金の回収による収入 111,664 2,410

差入保証金の差入による支出 △358 △185

差入保証金の回収による収入 603 2,643

預り保証金の返還による支出 △3,830 －

預り保証金の受入による収入 82,708 570

投資その他の資産の増減額（△は増加） △501 △7,429

投資活動によるキャッシュ・フロー △641,726 △49,297

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日

　至　令和３年９月30日)

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

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 254,345 △1,155,010

長期借入金の返済による支出 △439,545 △459,268

長期借入れによる収入 1,720,000 1,600,000

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

セール・アンド・リースバックによる収入 200,000 －

リース債務の返済による支出 △2,274 △13,644

自己株式の取得による支出 △95 △29

子会社の自己株式の取得による支出 － △600

配当金の支払額 △22,112 △22,112

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,700,318 △60,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,165,804 △509,675

現金及び現金同等物の期首残高 2,887,665 3,249,430

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,053,469 2,739,755
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（４）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）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和３年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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

といたしました。なお、この変更による四半期連結財務諸表にあたえる影響はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント

製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通

サービス事業
計

売上高

商品及び製品販売 862,132 25,550 4,900 892,582

防蟻・防水・断熱工事等 － 2,249,141 － 2,249,141

その他 12,990 122,044 34,722 169,757

顧客との契約から生じる収

益
875,122 2,396,736 39,622 3,311,481

その他の収益 － 140,996 6,197 147,194

外部顧客への売上高 875,122 2,537,732 45,820 3,458,675

セグメント間の内部売上高
又は振替高

188,377 82,183 113,124 383,685

計 1,063,499 2,619,916 158,944 3,842,361

セグメント利益又は損失

（△）
△47,359 507,737 28,142 488,519

利益 金額

報告セグメント計 488,519

セグメント間取引消去 21,190

四半期連結損益計算書の営業利益 509,709

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年９月30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並びに収益の分解情報

（注）「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収入等であります。

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：千円）

３．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

該当事項はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント

製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通

サービス事業
計

売上高

商品及び製品販売 836,968 28,204 4,200 869,372

防蟻・防水・断熱工事等 － 2,283,072 － 2,283,072

その他 11,981 88,276 38,550 138,809

顧客との契約から生じる収

益
848,950 2,399,552 42,750 3,291,254

その他の収益 － 136,206 6,197 142,404

外部顧客への売上高 848,950 2,535,759 48,948 3,433,658

セグメント間の内部売上高
又は振替高

236,001 81,041 125,676 442,719

計 1,084,952 2,616,801 174,624 3,876,378

セグメント利益又は損失

（△）
△88,756 503,632 47,909 462,785

利益 金額

報告セグメント計 462,785

セグメント間取引消去 7,165

四半期連結損益計算書の営業利益 469,951

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　令和４年４月１日　至　令和４年９月30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並びに収益の分解情報

（注）「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収入等であります。

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：千円）

３．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

該当事項はありません。
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