
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 
(2020年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2020年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 15,679 12,402 

受取手形及び売掛金 11,904 8,001 

商品及び製品 11,359 11,531 

仕掛品 448 370 

原材料及び貯蔵品 3,383 3,562 

その他 1,279 2,183 

貸倒引当金 △11 △11

流動資産合計 44,042 38,042 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 9,691 16,747 

その他（純額） 15,944 12,499 

有形固定資産合計 25,635 29,246 

無形固定資産 

のれん 3,173 2,894 

その他 5,497 5,182 

無形固定資産合計 8,670 8,077 

投資その他の資産 

投資有価証券 12,147 10,267 

その他 1,176 1,083 

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 13,311 11,338 

固定資産合計 47,618 48,663 

資産合計 91,660 86,705 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2020年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 2,476 1,041 

短期借入金 43 43 

未払法人税等 555 1,111 

賞与引当金 886 1,014 

その他の引当金 251 259 

その他 7,525 5,991 

流動負債合計 11,739 9,461 

固定負債    

退職給付に係る負債 2,569 2,553 

その他 3,899 3,339 

固定負債合計 6,468 5,893 

負債合計 18,208 15,355 

純資産の部    

株主資本    

資本金 11,394 11,394 

資本剰余金 11,013 11,013 

利益剰余金 51,911 52,657 

自己株式 △6,826 △6,826 

株主資本合計 67,494 68,240 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 5,379 4,406 

為替換算調整勘定 △5,542 △6,796 

退職給付に係る調整累計額 △213 △193 

その他の包括利益累計額合計 △377 △2,583 

非支配株主持分 6,335 5,693 

純資産合計 73,452 71,350 

負債純資産合計 91,660 86,705 
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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 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

売上高 44,439 33,548 

売上原価 21,116 16,542 

売上総利益 23,323 17,005 

販売費及び一般管理費 18,694 16,110 

営業利益 4,628 895 

営業外収益    

受取利息 127 97 

受取配当金 73 72 

持分法による投資利益 198 58 

為替差益 － 1 

その他 130 121 

営業外収益合計 530 351 

営業外費用    

支払利息 14 13 

売上割引 8 5 

為替差損 10 － 

その他 18 22 

営業外費用合計 52 41 

経常利益 5,107 1,205 

特別利益    

固定資産売却益 10 0 

投資有価証券売却益 84 1,755 

特別利益合計 95 1,755 

特別損失    

固定資産売却損 0 0 

固定資産除却損 4 26 

減損損失 － 2 

特別損失合計 4 28 

税金等調整前四半期純利益 5,198 2,932 

法人税等 1,751 950 

四半期純利益 3,446 1,981 

非支配株主に帰属する四半期純利益 

又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） 
170 △155 

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,276 2,136 
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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 2019年４月１日 
至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 
至 2020年９月30日) 

四半期純利益 3,446 1,981 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △285 △972

為替換算調整勘定 △441 △1,499

退職給付に係る調整額 17 27 

持分法適用会社に対する持分相当額 △25 △11

その他の包括利益合計 △735 △2,457

四半期包括利益 2,711 △475

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 2,569 △69

非支配株主に係る四半期包括利益 142 △406
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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 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020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 5,198 2,932 

減価償却費 2,118 2,093 

のれん償却額 113 109 

減損損失 － 2 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 0 

賞与引当金の増減額（△は減少） 316 129 

受取利息及び受取配当金 △201 △169 

為替差損益（△は益） 69 △87 

持分法による投資損益（△は益） △198 △58 

投資有価証券売却損益（△は益） △84 △1,755 

売上債権の増減額（△は増加） 549 3,623 

たな卸資産の増減額（△は増加） △280 △656 

仕入債務の増減額（△は減少） △86 △1,389 

未払金の増減額（△は減少） △799 △1,043 

その他 177 △843 

小計 6,894 2,886 

利息及び配当金の受取額 201 169 

利息の支払額 △13 △13 

法人税等の支払額 △1,282 △466 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,800 2,576 

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 △1,586 △2,060 

定期預金の払戻による収入 1,200 2,079 

有形固定資産の取得による支出 △4,652 △5,663 

無形固定資産の取得による支出 △574 △380 

投資有価証券の取得による支出 △4 △4 

投資有価証券の売却及び償還による収入 184 2,279 

その他 28 5 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,403 △3,745 

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） △42 － 

自己株式の取得による支出 △4,455 － 

リース債務の返済による支出 △73 △100 

配当金の支払額 △1,403 △1,381 

非支配株主への配当金の支払額 △246 △235 

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 
△20 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,241 △1,716 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46 △232 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,890 △3,118 

現金及び現金同等物の期首残高 22,779 11,657 

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,889 8,538 
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当社は当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日 至2019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 
調整額 

（注）１ 

四半期連結損益 
計算書計上額 
（注）２ 日本 インドネシア 海外その他 計 

売上高 

外部顧客への売上高 26,648 8,795 8,995 44,439 － 44,439 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,515 1,843 202 4,561 △4,561 － 

計 29,164 10,638 9,197 49,000 △4,561 44,439 

セグメント利益 3,034 294 1,300 4,628 － 4,628 

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020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 
調整額 

（注）１ 

四半期連結損益 
計算書計上額 
（注）２ 日本 インドネシア 海外その他 計 

売上高 

外部顧客への売上高 21,690 5,975 5,881 33,548 － 33,548 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,701 1,508 195 3,406 △3,406 － 

計 23,392 7,484 6,077 36,954 △3,406 33,548 

セグメント利益

又は損失（△） 
1,479 △719 135 895 － 895 

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．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であります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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