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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第２四半期 136,187 7.8 3,997 △63.0 4,828 △67.5 1,959 △87.8

2022年３月期第２四半期 126,390 22.3 10,801 － 14,850 － 16,119 766.8
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 7,469百万円(△62.6％) 2022年３月期第２四半期 19,999百万円( －％)
　

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

2023年３月期第２四半期 11.66 11.65

2022年３月期第２四半期 95.96 95.88
　

　

（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 ％

2023年３月期第２四半期 396,532 221,494 55.7

2022年３月期 376,956 216,974 57.4
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 220,705百万円 2022年３月期 216,252百万円
　

　

　

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

2022年３月期 － 7.00 － 17.00 24.00

2023年３月期 － 9.00

2023年３月期(予想) － 9.00 18.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

2022年３月期期末配当の内訳 普通配当 7円00銭 特別配当 10円00銭

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％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 300,000 14.7 12,000 △41.3 8,000 △72.9 3,000 △85.9 17.85
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 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
　

　

（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) 2023年３月期２Ｑ 188,053,114株 2022年３月期 188,053,114株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 19,992,819株 2022年３月期 20,001,115株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 168,054,212株 2022年３月期２Ｑ 167,990,241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

（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、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。なお、
業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「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」をご参照ください。
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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の業績は、主に前年度に実施した国内品の価格改定及び輸出品の価格上昇の影響で

増収となったものの、原燃料価格の高騰等により、売上高136,187百万円（前年同四半期比7.8％増）、営業利益

3,997百万円（前年同四半期比63.0％減）、経常利益4,828百万円（前年同四半期比67.5％減）、親会社株主に帰

属する四半期純利益1,959百万円（前年同四半期比87.8％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、主に前年度に実施した国内品の価格改定及び輸出品の価格上昇の影響で増収と

なりましたが、損益面におきましては、原燃料価格の高騰等により、減益となりました。

この結果、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 125,168百万円(前年同四半期比 8.5％増)

営業利益 3,469百万円(前年同四半期比 65.8％減)

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、情報メディア分野の事業譲渡及び原材料価格の高騰等により、

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 6,650百万円(前年同四半期比 5.2％減)

営業損失（△） △99百万円(前年同四半期は8百万円の営業損失)

③ その他

木材事業、建設業、運送・倉庫業、古紙卸業をはじめとするその他事業につきましては、主に木材事業におい

て外部受注が増加したことにより、増収増益となりました。

この結果、その他事業の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 4,368百万円(前年同四半期比 9.2％増)

営業利益 422百万円(前年同四半期比 3.7％増)

（２）財政状態に関する説明

総資産は、前連結会計年度末に比べて19,576百万円増加し、396,532百万円となりました。これは、主として

原材料及び貯蔵品が6,511百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が4,188百万円、商品及び製品が3,389百万円、

有形固定資産が4,278百万円、投資その他の資産その他に含まれる差入保証金が3,001百万円それぞれ増加した一

方で、現金及び預金が868百万円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15,056百万円増加し、175,038百万円となりました。これは、主として有

利子負債が12,056百万円、支払手形及び買掛金が2,132百万円それぞれ増加した一方で、未払法人税等が2,315百

万円減少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4,519百万円増加し、221,494百万円となりました。これは、主として為

替換算調整勘定が4,939百万円増加したことによるものです。

（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は、海外市場における紙・パルプ販売価格の上昇及び国内紙販売価格の修正等により、売

上高は前回予想を上回る見込みとなりました。また、急激な円安の進行や各種原燃料の高騰等により国内におけ

る事業環境は一層厳しくなる見通しであるものの、海外におけるパルプ販売事業が順調に推移していることか

ら、営業利益は前回予想を上回る見込みとなりました。一方、持分法適用関連会社における業績予想が前回業績

予想を下回る見込みとなり、これによる持分法による投資損失を追加で計上することから、経常利益及び親会社

株主に帰属する当期純利益は前回予想を下回る見込みとなりました

詳細につきましては、本日（2022年11月11日）公表の「2023年３月期通期連結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 30,275 29,407

受取手形、売掛金及び契約資産 60,749 64,937

電子記録債権 7,133 7,349

商品及び製品 27,260 30,649

仕掛品 2,684 3,200

原材料及び貯蔵品 26,469 32,980

その他 5,741 5,151

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 160,308 173,672

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 85,623 87,589

減価償却累計額 △54,260 △55,540

建物及び構築物（純額） 31,363 32,049

機械、運搬具及び工具器具備品 439,429 445,931

減価償却累計額 △380,000 △384,432

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 59,429 61,499

その他（純額） 24,589 26,112

有形固定資産合計 115,382 119,661

無形固定資産 2,406 2,498

投資その他の資産

投資有価証券 22,022 23,094

関係会社株式 69,562 66,872

その他 7,560 11,019

貸倒引当金 △288 △286

投資その他の資産合計 98,857 100,700

固定資産合計 216,647 222,860

資産合計 376,956 396,532
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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 20,360 22,492

電子記録債務 6,339 7,047

短期借入金 40,748 23,758

コマーシャル・ペーパー 3,000 23,000

未払法人税等 4,013 1,698

引当金 3,229 3,035

その他 14,105 16,265

流動負債合計 91,796 97,298

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 33,495 42,256

引当金 1,477 1,833

退職給付に係る負債 5,661 5,767

資産除去債務 2,845 2,720

その他 4,704 5,162

固定負債合計 68,184 77,739

負債合計 159,981 175,038

純資産の部

株主資本

資本金 42,020 42,020

資本剰余金 45,341 45,341

利益剰余金 131,615 130,610

自己株式 △9,639 △9,635

株主資本合計 209,338 208,337

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,686 4,284

繰延ヘッジ損益 157 153

為替換算調整勘定 1,632 6,572

退職給付に係る調整累計額 1,437 1,359

その他の包括利益累計額合計 6,913 12,368

新株予約権 77 87

非支配株主持分 644 700

純資産合計 216,974 221,494

負債純資産合計 376,956 396,532
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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 126,390 136,187

売上原価 95,527 110,750

売上総利益 30,862 25,437

販売費及び一般管理費 20,061 21,439

営業利益 10,801 3,997

営業外収益

受取利息 11 34

受取配当金 480 554

持分法による投資利益 2,796 －

為替差益 78 2,479

その他 1,186 538

営業外収益合計 4,552 3,607

営業外費用

支払利息 203 333

持分法による投資損失 － 2,002

賃貸費用 141 104

その他 158 337

営業外費用合計 503 2,777

経常利益 14,850 4,828

特別利益

固定資産売却益 6,980 35

投資有価証券売却益 0 －

受取保険金 33 －

退職給付債務戻入益 77 －

特別利益合計 7,092 35

特別損失

固定資産除売却損 515 527

固定資産圧縮損 31 －

独占禁止法関連損失引当金繰入額 360 －

特別損失合計 907 527

税金等調整前四半期純利益 21,035 4,335

法人税、住民税及び事業税 5,096 2,366

法人税等調整額 △210 △11

法人税等合計 4,886 2,354

四半期純利益 16,149 1,981

非支配株主に帰属する四半期純利益 30 22

親会社株主に帰属する四半期純利益 16,119 1,959
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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 16,149 1,981

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 559 789

繰延ヘッジ損益 23 △29

為替換算調整勘定 3,407 4,973

退職給付に係る調整額 △32 △59

持分法適用会社に対する持分相当額 △108 △185

その他の包括利益合計 3,849 5,488

四半期包括利益 19,999 7,469

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 19,935 7,414

非支配株主に係る四半期包括利益 63 55
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

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 21,035 4,335

減価償却費 6,235 6,042

のれん償却額 66 68

受取保険金 △33 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △797 118

受取利息及び受取配当金 △491 △589

支払利息 203 333

持分法による投資損益（△は益） △2,796 2,002

固定資産圧縮損 31 －

固定資産除売却損益（△は益） △6,465 492

退職給付債務戻入益（△は益） △77 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,542 △2,490

棚卸資産の増減額（△は増加） △3,728 △7,728

未収消費税等の増減額（△は増加） △248 538

仕入債務の増減額（△は減少） 601 2,340

未払消費税等の増減額（△は減少） △793 △200

その他 △482 △926

小計 9,717 4,338

利息及び配当金の受取額 914 1,106

利息の支払額 △170 △323

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2,262 △4,660

保険金の受取額 2 －

供託金の預入による支出 － △3,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,725 △2,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △756 △411

投資有価証券の売却による収入 6 0

有形固定資産の取得による支出 △6,047 △5,362

有形固定資産の売却による収入 11,285 49

貸付けによる支出 △106 △90

貸付金の回収による収入 122 36

事業譲渡による収入 1,500 －

その他 △521 △614

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,481 △6,393
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(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)

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） △5,953 △472

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 20,000

長期借入れによる収入 － 8,729

長期借入金の返済による支出 △4,202 △19,152

社債の償還による支出 △10,000 －

配当金の支払額 △1,179 △2,862

非支配株主への配当金の支払額 △89 －

その他 △82 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,507 6,183

現金及び現金同等物に係る換算差額 377 1,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,921 △868

現金及び現金同等物の期首残高 29,846 30,275

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,924 29,407
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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。

（セグメント情報）

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
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 115,374 7,014 122,389 4,000 126,390 － 126,390

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,289 15 1,304 11,028 12,332 △12,332 －

計 116,664 7,030 123,694 15,028 138,722 △12,332 126,390

セグメント利益又は損失(△) 10,151 △8 10,143 406 10,550 251 10,801

（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、建設業、運送・倉庫

業、古紙卸業等を含んでおります。

　 ２ セグメント利益又は損失の調整額251百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

　 ３ セグメント利益又は損失は、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
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 125,168 6,650 131,819 4,368 136,187 － 136,187

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,013 12 1,026 11,274 12,300 △12,300 －

計 126,182 6,663 132,845 15,642 148,488 △12,300 136,187

セグメント利益又は損失(△) 3,469 △99 3,370 422 3,792 205 3,997

（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、建設業、運送・倉庫

業、古紙卸業等を含んでおります。

　 ２ セグメント利益又は損失の調整額205百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

　 ３ セグメント利益又は損失は、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。

　


