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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３四半期連結累計期間における連結業績は、景気が緩やかに持ち直している一方で、ウクライ

ナ情勢の長期化による資源価格の高騰など依然として先行き不透明な状況が続くなか、前年同期比で

増収減益となりました。

当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は159,489百万円（前年同期比4.2％増）、経常

利益は5,896百万円（同0.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,838百万円（同2.6％減）

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〕

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。また、主材料である

原紙価格およびエネルギー価格等の上昇を受け、期初から製品値上げに取組んでまいりました。

その結果、売上高は83,321百万円（前年同期比10.7％増）となりましたが、製品値上げの決定時期

のずれ込みもあり、営業利益は3,845百万円（同14.8％減）となりました。

〔住宅〕

住宅部門では、資材・木材の高騰により販売価格を改定した一方で販売棟数は前年を下回り、㈱ス

ウェーデンハウス、㈱玉善の売上高が減少しましたが、㈱玉善ののれんが解消し、増益となりまし

た。

その結果、売上高は44,598百万円（前年同期比7.0％減）となり、営業利益は754百万円（同256.0

％増）となりました。

〔運輸倉庫〕

運輸倉庫部門においては、主に飲料関係の取扱数量が増加しましたが、燃料費等の上昇もあり、減

益となりました。

その結果、売上高は31,569百万円（前年同期比5.8％増）となり、営業利益は1,295百万円（同4.5

％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形、売掛金及び契約資産や有形固定資産の増加等

により、前連結会計年度末比9,619百万円増加の199,637百万円となりました。負債は借入金の増加等

により前連結会計年度末比6,510百万円増加の120,402百万円となりました。純資産の部は利益剰余金

の増加等により前連結会計年度末比3,108百万円増加の79,235百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績を踏まえ、2022年５月９日

に発表いたしました業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日（2023年１月31日）公表の「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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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３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,701 14,206

受取手形、売掛金及び契約資産 28,706 32,780

電子記録債権 5,906 7,615

棚卸資産 24,597 25,407

その他 5,349 8,331

貸倒引当金 △47 △65

流動資産合計 81,213 88,275

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 35,249 34,210

機械装置及び運搬具（純額） 18,862 17,583

土地 33,284 38,539

その他（純額） 3,519 3,886

有形固定資産合計 90,916 94,220

無形固定資産 1,725 1,533

投資その他の資産

投資有価証券 7,855 7,561

その他 8,623 8,363

貸倒引当金 △315 △316

投資その他の資産合計 16,163 15,609

固定資産合計 108,804 111,362

資産合計 190,018 199,637
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,633 24,181

短期借入金 9,133 16,661

1年内返済予定の長期借入金 3,871 16,532

未払法人税等 1,880 384

賞与引当金 1,981 904

その他の引当金 415 212

その他 9,510 11,995

流動負債合計 49,426 70,872

固定負債

長期借入金 54,164 39,487

退職給付に係る負債 3,590 3,371

その他の引当金 417 416

その他 6,292 6,255

固定負債合計 64,465 49,530

負債合計 113,891 120,402

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 53,469

自己株式 △4,213 △4,199

株主資本合計 71,291 74,217

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 2,644

為替換算調整勘定 481 933

退職給付に係る調整累計額 1,066 937

その他の包括利益累計額合計 4,370 4,515

非支配株主持分 464 502

純資産合計 76,126 79,235

負債純資産合計 190,018 199,637
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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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 153,094 159,489

売上原価 128,486 134,492

売上総利益 24,607 24,997

販売費及び一般管理費 19,040 19,639

営業利益 5,567 5,357

営業外収益

受取利息及び配当金 206 205

為替差益 225 350

雑収入 375 519

営業外収益合計 808 1,075

営業外費用

支払利息 325 362

雑損失 206 174

営業外費用合計 532 536

経常利益 5,843 5,896

特別利益

投資有価証券売却益 262 34

ゴルフ会員権売却益 10 -

特別利益合計 272 34

特別損失

固定資産処分損 91 126

減損損失 32 1

特別損失合計 124 127

税金等調整前四半期純利益 5,991 5,803

法人税、住民税及び事業税 1,845 1,391

法人税等調整額 138 532

法人税等合計 1,984 1,923

四半期純利益 4,007 3,879

非支配株主に帰属する四半期純利益 66 40

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,940 3,838
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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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 4,007 3,879

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △490 △180

繰延ヘッジ損益 △3 -

為替換算調整勘定 175 451

退職給付に係る調整額 △116 △128

その他の包括利益合計 △435 142

四半期包括利益 3,571 4,022

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,499 3,983

非支配株主に係る四半期包括利益 72 38
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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３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021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
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 75,288 47,964 29,841 153,094 － 153,094

セグメント間の内部売上高
又は振替高

465 19 4,088 4,573 △4,573 －

計 75,754 47,983 33,929 157,667 △4,573 153,094

セグメント利益 4,511 211 1,357 6,080 △512 5,567

（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△512百万円には、セグメント間取引消去111百万円及び各報告セグメントに配分
していない全社費用△624百万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３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022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
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 83,321 44,598 31,569 159,489 － 159,489

セグメント間の内部売上高
又は振替高

220 38 4,326 4,585 △4,585 －

計 83,541 44,636 35,896 164,075 △4,585 159,489

セグメント利益 3,845 754 1,295 5,895 △537 5,357

（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△537百万円には、セグメント間取引消去106百万円及び各報告セグメントに配分
していない全社費用△643百万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。
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