
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
（平成29年3月31日）

当連結会計年度
（平成30年3月31日）

増減
（△印減少）

資産の部
流動資産
　現金及び預金 11,410 13,143 1,732
　受取手形及び売掛金 9,584 10,624 1,040
　有価証券 20,499 22,799 2,299
　商品及び製品 7,437 7,839 402
　仕掛品 431 433 1
　原材料及び貯蔵品 2,629 2,487 △141
　繰延税金資産 835 886 51
　その他 1,319 1,052 △267
　貸倒引当金 △17 △20 △2
　流動資産合計 54,130 59,247 5,116
固定資産
　有形固定資産
　　建物及び構築物 24,145 24,201 56
　　　減価償却累計額 △12,950 △13,658 △708
　　　建物及び構築物（純額） 11,194 10,543 △651
　　機械装置及び運搬具 18,324 18,987 663
　　　減価償却累計額 △12,821 △13,559 △738
　　　機械装置及び運搬具（純額） 5,503 5,427 △75
　　工具、器具及び備品 5,794 6,156 362
　　　減価償却累計額 △4,882 △5,155 △272
　　　工具、器具及び備品（純額） 911 1,001 89
　　土地 510 510 0
　　リース資産 50 46 △3
　　　減価償却累計額 △32 △37 △5
　　　リース資産（純額） 18 9 △8
　　建設仮勘定 532 774 241
　有形固定資産合計 18,671 18,267 △404
　無形固定資産
　　ソフトウエア 958 1,365 406
　　その他 556 851 294
　無形固定資産合計 1,515 2,216 701
　投資その他の資産
　　投資有価証券 8,152 12,010 3,857
　　繰延税金資産 267 325 58
　　その他 1,108 1,138 30
　　貸倒引当金 △10 △11 △0
　投資その他の資産合計 9,517 13,463 3,945
固定資産合計 29,704 33,947 4,243
資産合計 83,835 93,195 9,359
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（単位：百万円）

科　目 前連結会計年度
（平成29年3月31日）

当連結会計年度
（平成30年3月31日）

増減
（△印減少）

負債の部

流動負債

　支払手形及び買掛金 1,665 1,744 78

　短期借入金 283 272 △10

　未払金 4,427 5,592 1,164

　未払法人税等 1,075 1,184 108

　賞与引当金 867 924 56

　変動役員報酬引当金 64 84 20

　返品調整引当金 293 239 △54

　その他 1,499 1,713 214

流動負債合計 10,177 11,755 1,577

固定負債

　繰延税金負債 1,115 2,387 1,271

　退職給付に係る負債 1,938 2,321 382

　その他 1,013 982 △31

固定負債合計 4,067 5,690 1,622

負債合計 14,245 17,445 3,200

純資産の部

株主資本

　資本金 11,394 11,394 0

　資本剰余金 11,235 11,235 0

　利益剰余金 44,264 47,966 3,702

　自己株式 △1,862 △1,866 △4

株主資本合計 65,031 68,729 3,698

その他の包括利益累計額

　その他有価証券評価差額金 2,798 5,419 2,620

　為替換算調整勘定 △4,352 △4,467 △114

　退職給付に係る調整累計額 △224 △269 △45

その他の包括利益累計額合計 △1,778 683 2,461

非支配株主持分 6,337 6,336 △0

純資産合計 69,590 75,749 6,159

負債純資産合計 83,835 93,195 9,359
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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 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

増減
（△印減少）

売上高 77,351 81,386 4,035
売上原価 35,164 36,550 1,385
売上総利益 42,186 44,836 2,649
販売費及び一般管理費
　販売促進費 8,077 8,673 595
　販売報奨金 2,071 2,281 210
　広告宣伝費 5,331 5,207 △123
　報酬及び給料手当 6,563 7,077 513
　賞与引当金繰入額 712 721 9
　退職給付費用 297 363 66
　減価償却費 784 826 42
　研究開発費 1,717 1,813 95
　その他 9,012 9,413 400
販売費及び一般管理費合計 34,569 36,379 1,809
営業利益 7,617 8,457 840
営業外収益
　受取利息 225 263 37
　受取配当金 113 118 4
　持分法による投資利益 235 307 72
　為替差益 － 7 7
　その他 238 203 △34
営業外収益合計 813 900 87
営業外費用
　売上割引 29 22 △6
　支払補償費 130 49 △81
　為替差損 51 － △51
　その他 36 22 △13
営業外費用合計 247 94 △153
経常利益 8,183 9,264 1,080
特別利益
　固定資産売却益 9 10 0
　災害保険金収入 220 － △220
特別利益合計 229 10 △219
特別損失
　固定資産売却損 4 3 △0
　固定資産除却損 30 51 20
　その他 0 － 0
特別損失合計 35 55 20
税金等調整前当期純利益 8,377 9,218 841
法人税、住民税及び事業税 2,163 2,511 348
法人税等調整額 69 32 △36
法人税等合計 2,232 2,544 311
当期純利益 6,144 6,674 529
非支配株主に帰属する当期純利益 578 587 9
親会社株主に帰属する当期純利益 5,566 6,086 520
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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 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

増減
（△印減少）

当期純利益 6,144 6,674 529

その他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 416 2,620 2,203

　為替換算調整勘定 △566 △336 229

　退職給付に係る調整額 △43 △95 △52

　持分法適用会社に対する持分相当額 △12 △44 △32

　その他の包括利益合計 △205 2,143 2,349

包括利益 5,939 8,818 2,878

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 5,489 8,548 3,058

非支配株主に係る包括利益 450 270 △180
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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）

前連結会計年度 （自 平成28年4月1日 至 平成29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 40,638 △1,858 61,409 2,381 △3,878 △205 △1,701 6,148 65,856

当期変動額

　剰余金の配当 △1,940 △1,940 △1,940

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 5,566 5,566 5,566

　自己株式の取得 △3 △3 △3

　自己株式の処分 0 0 0 0

　非支配株主との取引に
　係る親会社の持分変動 0 0 0

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 416 △474 △19 △76 188 112

当期変動額合計 － 0 3,626 △3 3,622 416 △474 △19 △76 188 3,734

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

（単位：百万円）

当連結会計年度 （自 平成29年4月1日 至 平成30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 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

増減
（△印減少）

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 8,377 9,218 841
　減価償却費 3,165 3,315 149
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 1 1
　返品調整引当金の増減額（△は減少） △12 △55 △43
　賞与引当金の増減額（△は減少） △41 54 95
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 231 451 220
　受取利息及び受取配当金 △339 △381 △42
　災害保険金収入 △220 － 220
　為替差損益（△は益） 99 8 △90
　持分法による投資損益（△は益） △235 △307 △72
　有形固定資産除却損 30 54 23
　固定資産売却損益（△は益） △5 △6 △1
　売上債権の増減額（△は増加） 443 △1,065 △1,508
　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,244 △323 921
　仕入債務の増減額（△は減少） △180 103 283
　未払金の増減額（△は減少） △79 725 805
　その他 346 254 △91
　小計 10,335 12,047 1,712
　利息及び配当金の受取額 533 380 △152
　保険金の受取額 488 171 △316
　法人税等の支払額 △2,311 △2,353 △41
　営業活動によるキャッシュ・フロー 9,045 10,246 1,201
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 △2,637 △3,677 △1,039
　定期預金の払戻による収入 2,514 2,855 341
　有価証券の取得による支出 △19,699 △29,299 △9,599
　有価証券の売却及び償還による収入 17,700 27,000 9,300
　有形固定資産の取得による支出 △3,301 △2,572 729
　無形固定資産の取得による支出 △513 △992 △479
　有形固定資産の売却による収入 15 11 △3
　投資有価証券の取得による支出 △7 △9 △1
　投資有価証券の売却及び償還による収入 6 － △6
　その他 2 △93 △96
　投資活動によるキャッシュ・フロー △5,920 △6,776 △856
財務活動によるキャッシュ・フロー
　配当金の支払額 △1,939 △2,383 △444
　非支配株主への配当金の支払額 △259 △270 △10
　その他 △16 △14 1
　財務活動によるキャッシュ・フロー △2,215 △2,669 △453
現金及び現金同等物に係る換算差額 △228 △39 188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 679 760 80
現金及び現金同等物の期首残高 12,200 12,880 679
現金及び現金同等物の期末残高 12,880 13,640 760
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