
連結財務諸表
連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　目 前連結会計年度
（2018年3月31日）

当連結会計年度
（2019年3月31日） 増減額

資産の部
流動資産
　現金及び預金 13,143 26,341 13,198
　受取手形及び売掛金 10,624 11,770 1,145
　有価証券 22,799 － △22,799
　商品及び製品 7,839 10,028 2,189
　仕掛品 433 479 45
　原材料及び貯蔵品 2,487 3,009 521
　その他 1,052 1,318 266
　貸倒引当金 △20 △21 △1
　流動資産合計 58,360 52,926 △5,434
固定資産
　有形固定資産
　　建物及び構築物 24,201 23,412 △789
　　　減価償却累計額 △13,658 △13,400 258
　　　建物及び構築物（純額） 10,543 10,012 △530
　　機械装置及び運搬具 18,987 19,996 1,008
　　　減価償却累計額 △13,559 △14,280 △720
　　　機械装置及び運搬具（純額） 5,427 5,715 287
　　工具、器具及び備品 6,156 6,950 793
　　　減価償却累計額 △5,155 △5,603 △448
　　　工具、器具及び備品（純額） 1,001 1,346 345
　　土地 510 510 0
　　リース資産 46 17 △29
　　　減価償却累計額 △37 △12 24
　　　リース資産（純額） 9 4 △4
　　建設仮勘定 774 549 △224
　有形固定資産合計 18,267 18,140 △127

　無形固定資産
　　のれん － 3,408 3,408
　　商標権 2 1,041 1,039
　　顧客関係資産 － 1,626 1,626
　　ソフトウエア 1,365 2,350 985
　　その他 849 204 △644
　無形固定資産合計 2,216 8,630 6,414

　投資その他の資産
　　投資有価証券 12,010 12,147 137
　　退職給付に係る資産 － 0 0
　　繰延税金資産 619 510 △109
　　その他 1,138 1,056 △82
　　貸倒引当金 △11 △11 0
　投資その他の資産合計 13,757 13,704 △53
　固定資産合計 34,241 40,475 6,233
資産合計 92,602 93,402 799
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（単位：百万円）

科　目 前連結会計年度
（2018年3月31日）

当連結会計年度
（2019年3月31日） 増減額

負債の部

流動負債

　支払手形及び買掛金 1,744 2,110 365

　短期借入金 272 105 △166

　未払金 5,592 5,133 △459

　未払法人税等 1,184 1,119 △65

　賞与引当金 924 958 34

　変動役員報酬引当金 84 73 △10

　返品調整引当金 239 363 124

　その他 1,708 1,920 212

　流動負債合計 11,749 11,784 34

固定負債

　繰延税金負債 1,799 2,488 688

　退職給付に係る負債 2,321 2,179 △141

　その他 982 1,140 157

　固定負債合計 5,103 5,808 704

負債合計 16,853 17,592 738

純資産の部

株主資本

　資本金 11,394 11,394 0

　資本剰余金 11,235 11,016 △218

　利益剰余金 47,966 50,037 2,070

　自己株式 △1,866 △1,828 38

　株主資本合計 68,729 70,620 1,890

その他の包括利益累計額

　その他有価証券評価差額金 5,419 5,407 △12

　為替換算調整勘定 △4,467 △5,878 △1,411

　退職給付に係る調整累計額 △269 △148 120

　その他の包括利益累計額合計 683 △620 △1,303

非支配株主持分 6,336 5,809 △526

純資産合計 75,749 75,810 60

負債純資産合計 92,602 93,402 799

79マンダムレポート 2019

価
値
創
造
ス
ト
ー
リ
ー

成
長
戦
略

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

持
続
可
能
性

財
務
・
非
財
務
デ
ー
タ



連結財務諸表

連結損益計算書
（単位：百万円）

科　目 前連結会計年度
（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

当連結会計年度
（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 増減額

売上高 81,386 78,997 △2,389
売上原価 36,550 37,115 565
売上総利益 44,836 41,882 △2,954
販売費及び一般管理費
　販売促進費 8,673 6,006 △2,666
　販売報奨金 2,281 1,686 △594
　広告宣伝費 5,207 5,156 △51
　報酬及び給料手当 7,077 7,243 166
　賞与引当金繰入額 721 736 14
　退職給付費用 363 366 2
　減価償却費 826 938 112
　研究開発費 1,813 1,826 13
　その他 9,413 10,784 1,371
　販売費及び一般管理費合計 36,379 34,746 △1,632
営業利益 8,457 7,135 △1,322
営業外収益
　受取利息 263 293 30
　受取配当金 118 132 13
　持分法による投資利益 307 370 62
　為替差益 7 38 30
　その他 203 271 67
　営業外収益合計 900 1,105 204
営業外費用
　売上割引 22 18 △4
　支払補償費 49 23 △26
　解約違約金 0 18 17
　その他 21 19 △2
　営業外費用合計 94 79 △15
経常利益 9,264 8,161 △1,102
特別利益
　固定資産売却益 10 10 0
　災害保険金収入 － 204 204
　特別利益合計 10 214 204
特別損失
　固定資産売却損 3 2 △1
　固定資産除却損 51 392 340
　減損損失 － 22 22
　その他 － 0 0
　特別損失合計 55 418 362
税金等調整前当期純利益 9,218 7,958 △1,260
法人税、住民税及び事業税 2,511 2,424 △86
法人税等調整額 32 △32 △65
法人税等合計 2,544 2,392 △151
当期純利益 6,674 5,565 △1,108
非支配株主に帰属する当期純利益 587 478 △108
親会社株主に帰属する当期純利益 6,086 5,087 △999
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連結包括利益計算書
（単位：百万円）

科　目 前連結会計年度
（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

当連結会計年度
（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 増減額

当期純利益 6,674 5,565 △1,108

その他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 2,620 △12 △2,633

　為替換算調整勘定 △336 △1,761 △1,424

　退職給付に係る調整額 △95 222 318

　持分法適用会社に対する持分相当額 △44 △15 29

　その他の包括利益合計 2,143 △1,566 △3,710

包括利益 8,818 3,999 △4,819

（内訳）

　親会社株主に係る包括利益 8,548 3,784 △4,764

　非支配株主に係る包括利益 270 215 △54
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連結財務諸表

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

当連結会計年度 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式 株主資本

合計

その他
有価証券
評価
差額金

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 11,394 11,235 47,966 △1,866 68,729 5,419 △4,467 △269 683 6,336 75,749

当期変動額

　剰余金の配当 △3,016 △3,016 △3,016

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 5,087 5,087 5,087

　自己株式の取得 △1 △1 △1

　自己株式の処分 82 40 122 122

　非支配株主との取引に
　係る親会社の持分変動 △301 △301 △301

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △12 △1,411 120 △1,303 △526 △1,829

当期変動額合計 － △218 2,070 38 1,890 △12 △1,411 120 △1,303 △526 60

当期末残高 11,394 11,016 50,037 △1,828 70,620 5,407 △5,878 △148 △620 5,809 75,810

（単位：百万円）

前連結会計年度 （自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産
合計 資本金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式 株主資本

合計

その他
有価証券
評価
差額金

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 11,394 11,235 44,264 △1,862 65,031 2,798 △4,352 △224 △1,778 6,337 69,590

当期変動額

　剰余金の配当 △2,384 △2,384 △2,384

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 6,086 6,086 6,086

　自己株式の取得 △4 △4 △4

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 2,620 △114 △45 2,461 △0 2,460

当期変動額合計 － － 3,702 △4 3,698 2,620 △114 △45 2,461 △0 6,159

当期末残高 11,394 11,235 47,966 △1,866 68,729 5,419 △4,467 △269 683 6,336 75,749
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

科　目 前連結会計年度
（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

当連結会計年度
（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 9,218 7,958 △1,260
　減価償却費 3,315 3,583 268
　減損損失 － 22 22
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 2 0
　返品調整引当金の増減額（△は減少） △55 124 180
　賞与引当金の増減額（△は減少） 54 19 △35
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 451 △0 △452
　受取利息及び受取配当金 △381 △425 △43
　災害保険金収入 － △204 △204
　為替差損益（△は益） 8 △113 △122
　持分法による投資損益（△は益） △307 △370 △62
　有形固定資産除却損 54 392 338
　固定資産売却損益（△は益） △6 △7 △1
　売上債権の増減額（△は増加） △1,065 △668 397
　たな卸資産の増減額（△は増加） △323 △2,372 △2,049
　仕入債務の増減額（△は減少） 103 △13 △116
　未払金の増減額（△は減少） 725 △99 △825
　その他 254 634 380
小計 12,047 8,461 △3,585
　利息及び配当金の受取額 380 406 26
　保険金の受取額 171 204 32
　法人税等の支払額 △2,353 △2,484 △131
　営業活動によるキャッシュ・フロー 10,246 6,587 △3,658
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 △3,677 △4,039 △362
　定期預金の払戻による収入 2,855 4,820 1,964
　有価証券の取得による支出 △29,299 △3,499 25,799
　有価証券の売却及び償還による収入 27,000 21,300 △5,700
　有形固定資産の取得による支出 △2,572 △3,965 △1,393
　無形固定資産の取得による支出 △992 △1,197 △204
　有形固定資産の売却による収入 11 16 4
　投資有価証券の取得による支出 △9 △8 0
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △6,491 △6,491
　その他 △93 △12 80
　投資活動によるキャッシュ・フロー △6,776 6,921 13,698
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） － △147 △147
　配当金の支払額 △2,383 △3,013 △630
　非支配株主への配当金の支払額 △270 △266 4
　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 － △586 △586
　その他 △14 △6 8
　財務活動によるキャッシュ・フロー △2,669 △4,020 △1,350
現金及び現金同等物に係る換算差額 △39 △350 △310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 760 9,139 8,378
現金及び現金同等物の期首残高 12,880 13,640 760
現金及び現金同等物の期末残高 13,640 22,779 9,139
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