
科　目 金　額

資産の部
流動資産 929,598

現金及び預金 497,960
受取手形 1,287
売掛金 164,516
有価証券 30,000
商品及び製品 43,234
仕掛品 22,416
原材料及び貯蔵品 9,803
前払費用 1,039
繰延税金資産 85,830
その他 76,085
貸倒引当金 △2,576

固定資産 819,993
有形固定資産 250,556
建物（純額） 52,799
構築物（純額） 9,655
機械及び装置（純額） 44,355
車両運搬具（純額） 1,228
工具、器具及び備品（純額） 10,316
土地 125,528
建設仮勘定 6,672

無形固定資産 295
施設利用権 295

投資その他の資産 569,141
投資有価証券 132,369
関係会社株式 367,597
出資金 3
関係会社出資金 30,291
長期貸付金 466
関係会社長期貸付金 17,548
長期前払費用 366
繰延税金資産 19,883
その他 1,233
貸倒引当金 △185
投資損失引当金 △433

資産合計 1,749,592

貸借対照表（2017年３月31日現在） （単位：百万円）

計算書類

(注)　記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示してあります。

科　目 金　額

負債の部
流動負債 826,411

買掛金 326,267
電子記録債務 83,070
短期借入金 48,084
１年内返済予定の長期借入金 76,000
未払金 10,060
未払費用 68,604
未払法人税等 24,995
前受金 6,838
預り金 110,493
製品保証引当金 62,376
役員賞与引当金 288
その他 9,331

固定負債 415,370
新株予約権付社債 200,400
長期借入金 171,472
退職給付引当金 20,507
役員退職慰労引当金 1,161
災害対策引当金 1,540
製造物賠償責任引当金 3,443
リサイクル引当金 6,372
資産除去債務 257
その他 10,214

負債合計 1,241,781
純資産の部
株主資本 461,195

資本金 138,014
資本剰余金 144,364
資本準備金 144,364

利益剰余金 369,824
利益準備金 8,269
その他利益剰余金
特別償却準備金 1,253
固定資産圧縮積立金 6,265
別途積立金 261,000
繰越利益剰余金 93,035

自己株式 △191,008
評価・換算差額等 46,488
その他有価証券評価差額金 45,731
繰延ヘッジ損益 756

新株予約権 126
純資産合計 507,810
負債純資産合計 1,749,592
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損益計算書（2016年４月１日から2017年３月31日まで） （単位：百万円）

(注)　記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示してあります。

科　目 金　額

売上高 1,687,836
売上原価 1,272,197

製品期首たな卸高 30,417
当期製品製造原価 1,282,335
合計 1,312,753
他勘定振替高 2,226
製品期末たな卸高 38,329
売上総利益 415,639

販売費及び一般管理費 309,242
販売費 179,351
一般管理費 129,891
営業利益 106,396

営業外収益 20,347
受取利息 889
有価証券利息 4
受取配当金 14,125
貸倒引当金戻入額 195
固定資産賃貸料 2,816
為替差益 43
雑収入 2,273

営業外費用 6,533
支払利息 663
有価証券評価損 181
貸与資産減価償却費 1,666
投資損失引当金繰入額 1,018
雑支出 3,004
経常利益 120,210

特別利益 48,034
固定資産売却益 260
投資有価証券売却益 47,773

特別損失 40,367
固定資産売却損 30
減損損失 5,590
関係会社株式・出資金評価損 34,747
税引前当期純利益 127,876

法人税、住民税及び事業税 35,680
法人税等調整額 4,525
法人税等合計 40,205
当期純利益 87,671
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株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金 その他利益剰余金

特別償却準備金
当期首残高 138,014 144,364 － 144,364 8,269 1,471
当期変動額
特別償却準備金の取崩 △217
固定資産圧縮積立金の積立
固定資産圧縮積立金の取崩
別途積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分 △60 △60
利益剰余金から
資本剰余金への振替 60 60

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － － － △217
当期末残高 138,014 144,364 － 144,364 8,269 1,253

株主資本等変動計算書（2016年４月１日から2017年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計その他利益剰余金 利益剰余金

合計固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 6,268 471,000 △189,793 297,216 △191,126 388,469
当期変動額
特別償却準備金の取崩 217 － －
固定資産圧縮積立金の積立 94 △94 － －
固定資産圧縮積立金の取崩 △97 97 － －
別途積立金の取崩 △210,000 210,000 － －
剰余金の配当 △15,003 △15,003 △15,003
当期純利益 87,671 87,671 87,671
自己株式の取得 △4 △4
自己株式の処分 122 62
利益剰余金から
資本剰余金への振替 △60 △60 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △2 △210,000 282,828 72,607 118 72,726
当期末残高 6,265 261,000 93,035 369,824 △191,008 461,195

53

計算書類

010_0320801102906.indd   53 2017/05/16   1:13:56



評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等
合計

当期首残高 63,957 86 64,043 188 452,701
当期変動額
特別償却準備金の取崩 －
固定資産圧縮積立金の積立 －
固定資産圧縮積立金の取崩 －
別途積立金の取崩 －
剰余金の配当 △15,003
当期純利益 87,671
自己株式の取得 △4
自己株式の処分 62
利益剰余金から
資本剰余金への振替 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △18,225 669 △17,555 △62 △17,617

当期変動額合計 △18,225 669 △17,555 △62 55,108
当期末残高 45,731 756 46,488 126 507,810

(注)　記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示してあります。

（単位：百万円）
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