
科　目 金　額

資産の部
流動資産 1,955,973

現金及び預金 693,952
受取手形及び売掛金 349,224
有価証券 338,756
商品及び製品 234,730
仕掛品 40,537
原材料及び貯蔵品 56,847
繰延税金資産 113,845
その他 133,428
貸倒引当金 △5,349

固定資産 1,160,012
有形固定資産 756,344
建物及び構築物（純額） 154,843
機械装置及び運搬具（純額） 267,951
工具、器具及び備品（純額） 24,195
土地 261,130
建設仮勘定 48,223

無形固定資産 2,683
のれん 339
その他 2,343

投資その他の資産 400,984
投資有価証券 335,787
長期貸付金 798
退職給付に係る資産 44
繰延税金資産 21,140
その他 43,631
貸倒引当金 △399
投資損失引当金 △18

資産合計 3,115,985

科　目 金　額

負債の部
流動負債 1,188,121

買掛金 428,063
電子記録債務 83,070
短期借入金 96,643
１年内返済予定の長期借入金 119,958
未払費用 191,068
未払法人税等 31,863
繰延税金負債 55
製品保証引当金 76,995
役員賞与引当金 372
その他 160,030

固定負債 540,822
新株予約権付社債 200,400
長期借入金 222,870
繰延税金負債 1,384
役員退職慰労引当金 1,164
災害対策引当金 1,976
製造物賠償責任引当金 3,443
リサイクル引当金 6,372
退職給付に係る負債 63,099
その他 40,110

負債合計 1,728,943
純資産の部
株主資本 1,149,548

資本金 138,014
資本剰余金 144,035
利益剰余金 1,058,549
自己株式 △191,051

その他の包括利益累計額 △29,683
その他有価証券評価差額金 98,827
繰延ヘッジ損益 1,269
為替換算調整勘定 △119,236
退職給付に係る調整累計額 △10,543

新株予約権 126
非支配株主持分 267,049
純資産合計 1,387,041
負債純資産合計 3,115,985

連結貸借対照表（2017年３月31日現在） （単位：百万円）

連結計算書類

(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。
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連結損益計算書（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 3,169,542
売上原価 2,261,914

売上総利益 907,627
販売費及び一般管理費 640,942

営業利益 266,685
営業外収益 29,660

受取利息 13,186
受取配当金 3,640
固定資産賃貸料 1,493
為替差益 198
持分法による投資利益 2,327
その他 8,813

営業外費用 9,652
支払利息 4,771
有価証券評価損 0
貸与資産減価償却費 461
貸倒引当金繰入額 6
投資損失引当金繰入額 97
その他 4,316
経常利益 286,693

特別利益 48,798
固定資産売却益 1,022
投資有価証券売却益 47,775

特別損失 40,291
固定資産売却損 355
減損損失 39,936
税金等調整前当期純利益 295,200

法人税、住民税及び事業税 92,263
法人税等調整額 5,319
法人税等合計 97,583

当期純利益 197,616
非支配株主に帰属する当期純利益 37,660

親会社株主に帰属する当期純利益 159,956
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株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 138,014 144,166 913,656 △191,169 1,004,668
当期変動額
剰余金の配当 △15,003 △15,003
親会社株主に帰属する
当期純利益 159,956 159,956

自己株式の取得 △4 △4
自己株式の処分 △60 122 62
利益剰余金から
資本剰余金への振替 60 △60 －

連結子会社の増資に
よる持分の増減 △130 △130

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △130 144,892 118 144,880
当期末残高 138,014 144,035 1,058,549 △191,051 1,149,548

その他の包括利益累計額
新株

予約権
非支配

株主持分
純資産
合計

その他
有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計
当期首残高 77,624 536 △115,551 △9,580 △46,970 188 229,816 1,187,703
当期変動額
剰余金の配当 △15,003
親会社株主に帰属する
当期純利益 159,956

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 －

連結子会社の増資に
よる持分の増減 △130

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 21,202 732 △3,685 △962 17,287 △62 37,232 54,458

当期変動額合計 21,202 732 △3,685 △962 17,287 △62 37,232 199,338
当期末残高 98,827 1,269 △119,236 △10,543 △29,683 126 267,049 1,387,041

連結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）

(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。
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