
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
（2019年3月31日）

当連結会計年度
（2020年3月31日） 増減額

資産の部
流動資産
　現金及び預金 26,341 15,679 △10,662
　受取手形及び売掛金 11,770 11,904 134
　商品及び製品 10,028 11,359 1,330
　仕掛品 479 448 △31
　原材料及び貯蔵品 3,009 3,383 374
　その他 1,318 1,279 △38
　貸倒引当金 △21 △11 9
流動資産合計 52,926 44,042 △8,883

固定資産
　有形固定資産
　　建物及び構築物 23,412 23,896 484
　　　減価償却累計額 △13,400 △14,205 △805
　　　建物及び構築物（純額） 10,012 9,691 △321
　　機械装置及び運搬具 19,996 21,314 1,318
　　　減価償却累計額 △14,280 △15,637 △1,357
　　　機械装置及び運搬具（純額） 5,715 5,677 △38
　　工具、器具及び備品 6,950 7,391 440
　　　減価償却累計額 △5,603 △6,234 △630
　　　工具器具及び備品（純額） 1,346 1,156 △190
　　土地 510 1,195 684
　　リース資産 17 17 △0
　　　減価償却累計額 △12 △16 △3
　　　リース資産（純額） 4 1 △3
　　使用権資産 － 545 545
　　減価償却累計額 － △216 △216
　　　使用権資産（純額） － 328 328
　　　建設仮勘定 549 7,584 7,034
有形固定資産合計 18,140 25,635 7,495

　無形固定資産
　　のれん 3,408 3,173 △234
　　商標権 1,041 969 △71
　　顧客関係資産 1,626 1,514 △111
　　ソフトウエア 2,350 2,248 △101
　　その他 204 764 559
無形固定資産合計 8,630 8,670 39

　投資その他の資産
　　投資有価証券 12,147 12,147 △0
　　退職給付に係る資産 0 － △0
　　繰延税金資産 510 514 3
　　その他 1,056 661 △394
　　貸倒引当金 △11 △11 △0
投資その他の資産合計 13,704 13,311 △392

固定資産合計 40,475 47,618 7,142

資産合計 93,402 91,660 △1,741

74 マンダムレポート 2020



（単位：百万円）

科　目 前連結会計年度
（2019年3月31日）

当連結会計年度
（2020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 2,110 2,476 366

　短期借入金 105 43 △62

　未払金 5,133 5,610 477

　未払法人税等 1,119 555 △563

　賞与引当金 958 886 △71

　変動役員報酬引当金 73 74 0

　返品調整引当金 363 177 △186

　その他 1,920 1,915 △5

流動負債合計 11,784 11,739 △44

固定負債

　繰延税金負債 2,488 2,565 77

　退職給付に係る負債 2,179 2,569 389

　その他 1,140 1,334 193

固定負債合計 5,808 6,468 660

負債合計 17,592 18,208 615

純資産の部

株主資本

　資本金 11,394 11,394 －

　資本剰余金 11,016 11,013 △2

　利益剰余金 50,037 51,911 1,874

　自己株式 △1,828 △6,826 △4,997

株主資本合計 70,620 67,494 △3,125

その他の包括利益累計額

　その他有価証券評価差額金 5,407 5,379 △28

　為替換算調整勘定 △5,878 △5,542 336

　退職給付に係る調整累計額 △148 △213 △65

その他の包括利益累計額合計 △620 △377 242

非支配株主持分 5,809 6,335 525

純資産合計 75,810 73,452 △2,357

負債純資産合計 93,402 91,660 △1,741
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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 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

当連結会計年度
（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 増減額

売上高 78,997 81,774 2,776
売上原価 37,115 39,493 2,378
売上総利益 41,882 42,280 398

販売費及び一般管理費
　販売促進費 6,006 6,471 464
　販売報奨金 1,686 1,567 △118
　広告宣伝費 5,156 4,725 △430
　報酬及び給料手当 7,243 8,002 758
　賞与引当金繰入額 736 696 △39
　退職給付費用 366 381 15
　減価償却費 938 1,540 601
　のれん償却費 － 225 225
　研究開発費 1,826 1,855 28
　その他 10,784 10,844 59
販売費及び一般管理費合計 34,746 36,310 1,563

営業利益 7,135 5,970 △1,165

営業外収益
　受取利息 293 243 △49
　受取配当金 132 142 10
　持分法による投資利益 370 273 △96
　為替差益 38 － △38
　その他 271 194 △77
営業外収益合計 1,105 853 △251

営業外費用
　支払利息 7 26 19
　売上割引 18 15 △3
　自己株式取得費用 0 30 29
　支払補償費 23 19 △3
　その他 30 27 △3
営業外費用合計 79 117 38

経常利益 8,161 6,706 △1,454

特別利益
　固定資産売却益 10 16 6
　投資有価証券売却益 － 95 95
　災害保険金収入 204 － △204
特別利益合計 214 112 △102

特別損失
　固定資産売却損 2 1 △0
　固定資産除却損 392 17 △374
　減損損失 22 － △22
　その他 0 － △0
特別損失合計 418 19 △398

税金等調整前当期純利益 7,958 6,799 △1,158
法人税、住民税及び事業税 2,424 1,719 △704
法人税等調整額 △32 134 166
法人税等合計 2,392 1,854 △538
当期純利益 5,565 4,945 △620

非支配株主に帰属する当期純利益 478 499 20

親会社株主に帰属する当期純利益 5,087 4,445 △641
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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 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

当連結会計年度
（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 増減額

当期純利益 5,565 4,945 △620

その他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 △12 △28 △15

　為替換算調整勘定 △1,761 529 2,290

　退職給付に係る調整額 222 △100 △322

　持分法適用会社に対する持分相当額 △15 △3 11

その他の包括利益合計 △1,566 396 1,963

包括利益 3,999 5,342 1,342

（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 3,784 4,688 904
　非支配株主に係る包括利益 215 653 438
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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 2019年4月1日 至 2020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 11,016 50,037 △1,828 70,620 5,407 △5,878 △148 △620 5,809 75,810

会計方針の変更による
累積的影響額 230 230 △44 △44 119 305

会計方針の変更を反映した
当期首残高 11,394 11,016 50,267 △1,828 70,850 5,407 △5,923 △148 △664 5,929 76,115

当期変動額

　剰余金の配当 △2,801 △2,801 △2,801

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 4,445 4,445 4,445

　自己株式の取得 △5,000 △5,000 △5,000

　自己株式の処分 1 2 4 4

　非支配株主との取引に
　係る親会社の持分変動 △4 △0 △4 △4

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △28 380 △65 287 406 693

当期変動額合計 － △2 1,644 △4,997 △3,355 △28 380 △65 287 406 △2,662

当期末残高 11,394 11,013 51,911 △6,826 67,494 5,379 △5,542 △213 △377 6,335 73,452

（単位：百万円）

前連結会計年度 （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
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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 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

当連結会計年度
（自 2019年4月1日 至 2020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 7,958 6,799 △1,158
　減価償却費 3,583 4,369 785
　のれん償却額 － 225 225
　減損損失 22 － △22
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △8 △10
　返品調整引当金の増減額（△は減少） 124 △186 △310
　賞与引当金の増減額（△は減少） 19 △71 △90
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △0 314 314
　受取利息及び受取配当金 △425 △385 39
　災害保険金収入 △204 － 204
　為替差損益（△は益） △113 154 267
　有形固定資産除却損 392 17 △374
　持分法による投資損益（△は益） △370 △273 96
　投資有価証券売却損益（△は益） － △95 △95
　固定資産売却損益（△は益） △7 △14 △6
　売上債権の増減額（△は増加） △668 △9 658
　たな卸資産の増減額（△は増加） △2,372 △1,492 880
　仕入債務の増減額（△は減少） △13 345 359
　未払金の増減額（△は減少） △99 △305 △205
　その他 641 △409 △1,051
小計 8,468 8,973 504

　利息及び配当金の受取額 406 392 △14
　利息の支払額 △7 △26 △19
　保険金の受取額 204 － △204
　法人税等の支払額 △2,484 △2,402 82
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,587 6,937 349
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 △4,039 △4,386 △346
　定期預金の払戻による収入 4,820 3,800 △1,019
　有価証券の取得による支出 △3,499 － 3,499
　有価証券の売却及び償還による収入 21,300 － △21,300
　有形固定資産の取得による支出 △3,965 △8,386 △4,420
　無形固定資産の取得による支出 △1,197 △1,082 115
　有形固定資産の売却による収入 16 19 3
　投資有価証券の取得による支出 △8 △31 △23
　投資有価証券の売却及び償還による収入 － 202 202
　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 △12 26 39
投資活動によるキャッシュ・フロー 6,921 △9,836 △16,758
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 △63 84
　自己株式の取得による支出 △1 △5,000 △4,999
　リース債務の返済による支出 △4 △170 △165
　配当金の支払額 △3,013 △2,802 211
　非支配株主への配当金の支払額 △266 △246 19
　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 △24 562
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,020 △8,307 △4,287
現金及び現金同等物に係る換算差額 △350 84 435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,139 △11,122 △20,261
現金及び現金同等物の期首残高 13,640 22,779 9,139
現金及び現金同等物の期末残高 22,779 11,657 △11,122
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