
（１）連結貸借対照表

連結財務諸表

(単位：百万円）

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 52,280 119,296 

受取手形及び売掛金 13,842 11,983 

有価証券 14 13 

商品及び製品 4,994 3,100 

仕掛品 15,141 16,264 

原材料及び貯蔵品 23,926 23,310 

繰延税金資産 637 1,785 

その他 8,813 16,999 

貸倒引当金 △7 △20 

流動資産合計 119,643 192,734 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 15,550 16,293 

減価償却累計額 △6,402 △6,323 

建物及び構築物（純額） 9,147 9,969 

リース資産 6,243 6,243 

減価償却累計額 △693 △1,618 

リース資産（純額） 5,549 4,624 

土地 7,330 7,298 

建設仮勘定 117,158 240,393 

その他 19,476 24,197 

減価償却累計額 △13,126 △14,962 

その他（純額） 6,349 9,234 

有形固定資産合計 145,536 271,521 

無形固定資産    

その他 1,965 1,826 

無形固定資産合計 1,965 1,826 

投資その他の資産    

投資有価証券 61,376 60,323 

長期預け金 6,999 6,866 

関係会社長期預け金 30,034 27,897 

繰延税金資産 21 1,562 

その他 4,911 4,334 

貸倒引当金 △2,840 △1,064 

投資その他の資産合計 100,502 99,920 

固定資産合計 248,004 373,268 

繰延資産 1,932 2,632 

資産合計 369,580 568,635 



 

  (単位：百万円）

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 22,566 14,461 

短期借入金 14,274 10,110 

未払金 13,854 26,807 

未払法人税等 6,020 5,840 

賞与引当金 270 273 

繰延税金負債 15 － 

その他 4,684 15,032 

流動負債合計 61,686 72,527 

固定負債    

社債 70,588 140,532 

長期借入金 － 88,736 

退職給付に係る負債 － 64 

繰延税金負債 1,885 1,433 

その他 6,347 5,351 

固定負債合計 78,821 236,118 

負債合計 140,507 308,645 

純資産の部    

株主資本    

資本金 98 98 

資本剰余金 10,852 20,070 

利益剰余金 217,673 236,827 

自己株式 △14,296 △2,737 

株主資本合計 214,326 254,258 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 △577 △152 

為替換算調整勘定 14,395 5,285 

退職給付に係る調整累計額 － △41 

その他の包括利益累計額合計 13,817 5,091 

新株予約権 73 99 

非支配株主持分 854 539 

純資産合計 229,072 259,990 

負債純資産合計 369,580 568,635 

 

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
(単位：百万円）

売上高 91,709 111,187 

売上原価 43,688 46,837 

売上総利益 48,020 64,350 

販売費及び一般管理費 31,124 35,740 

営業利益 16,896 28,609 

営業外収益    

受取利息 77 143 

受取配当金 349 21 

為替差益 3,163 － 

持分法による投資利益 2,367 － 

その他 275 102 

営業外収益合計 6,234 267 

営業外費用    

支払利息 421 292 

持分法による投資損失 － 366 

為替差損 － 801 

支払手数料 195 170 

売上割引 154 21 

その他 16 188 

営業外費用合計 787 1,841 

経常利益 22,343 27,036 

特別利益    

固定資産売却益 57 6 

子会社清算益 1,832 － 

その他 7 － 

特別利益合計 1,897 6 

特別損失    

固定資産除売却損 77 126 

減損損失 227 － 

事業整理損 － 2,489 

関係会社事業損失 － 269 

その他 0 0 

特別損失合計 305 2,885 

税金等調整前当期純利益 23,935 24,157 

法人税、住民税及び事業税 8,311 8,942 

法人税等調整額 431 △3,098 

法人税等合計 8,742 5,843 

当期純利益 15,192 18,314 

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △468 △314 

親会社株主に帰属する当期純利益 15,661 18,629 

前連結会計年度
(自　平成27年４月１日
 至　平成28年３月31日)

(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



（連結包括利益計算書）
(単位：百万円）

当期純利益 15,192 18,314 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △608 425 

為替換算調整勘定 △2,270 △9,109 

退職給付に係る調整額 － △41 

その他の包括利益合計 △2,878 △8,725 

包括利益 12,314 9,588 

（内訳）    

親会社株主に係る包括利益 12,782 9,903 

非支配株主に係る包括利益 △468 △314 

前連結会計年度
(自　平成27年４月１日
 至　平成28年３月31日)

(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



（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)

(単位：百万円） 

株主資本

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 98 10,852 205,314 △14,296 201,967

当期変動額

剰余金の配当 △3,302 △3,302

親会社株主に帰属する
当期純利益 15,661 15,661

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 12,358 12,358

当期末残高 98 10,852 217,673 △14,296 214,326

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

為替換算調整
勘定 

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 30 16,665 16,696 32 1,323 220,020

当期変動額

剰余金の配当 △3,302

親会社株主に帰属する
当期純利益

15,661

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△608 40 △468 △3,306

当期変動額合計 △608

△577

40 △468 9,052

当期末残高 14,395 13,817 73 854 229,072

△0

△0

△0

△0

2,270△

2,270△

2,878△

2,878△

資本剰余金



その他の包括利益
累計額合計

退職給付に係る
調整累計額

当連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

株主資本

当期首残高 98 10,852 217,673 △14,296 214,326

当期変動額

18,629 18,629

自己株式の処分

連結範囲の変動

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 －

－

9,218 19,154 11,559 39,932

当期末残高 98 20,070 236,827 △2,737 254,258

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

為替換算
調整勘定 

当期首残高 577 14,395 7313,817 854 229,072

当期変動額

親会社株主に帰属する
当期純利益 18,629

20,777自己株式の処分

連結範囲の変動 525

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

425 △9,109 △8,725 26 △314 △9,014

当期変動額合計 425 △9,109 △8,725 26 △314 30,918

当期末残高 △152 5,285 5,091 99 539 259,990

資本金 資本剰余金 自己株式 株主資本合計

(単位：百万円）

親会社株主に帰属する
当期純利益

9,218 11,559 20,777

525 525

△

△41

△41

△41

利益剰余金



(単位：百万円）

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

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 23,935 24,157 

減価償却費 3,966 4,430 

減損損失 227 － 

固定資産除売却損益（△は益） 20 119 

持分法による投資損益（△は益） △2,367 366 

関係会社事業損失 － 269 

関係会社清算損益（△は益） △1,832 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） 23 3 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 602 △6 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 20 

受取利息及び受取配当金 △427 △164 

支払利息 421 292 

為替差損益（△は益） △5,202 3,264 

売上債権の増減額（△は増加） 12,729 1,858 

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,390 2,048 

未収入金の増減額（△は増加） △32 △187 

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,686 3,292 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,322 △8,962 

未払金の増減額（△は減少） 8,419 3,046 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,232 △8,304 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,232 7,455 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △56 △11 

その他 249 57 

小計 28,455 33,046 

利息及び配当金の受取額 427 163 

利息の支払額 △421 △292 

法人税等の支払額 △9,342 △9,136 

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,118 23,780 

前連結会計年度
(自　平成27年４月１日
 至　平成28年３月31日)

(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



(単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △70,136 △118,291 

有形固定資産の売却による収入 341 6 

無形固定資産の取得による支出 △665 △1,003 

投資有価証券の取得による支出 △1,469 △18 

短期貸付けによる支出 △86 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △218 △248 

長期貸付けによる支出 － △1,625 

預け金の増減額（△は増加） 5,131 － 

その他 203 596 

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,900 △120,584 

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） △14,495 △4,026 

社債の発行による収入 70,849 61,618 

長期借入れによる収入 － 88,693 

社債の償還による支出 △500 － 

自己株式の売却による収入 － 20,772 

配当金の支払額 △3,302 － 

担保提供預金の増減額（△は増加） △530 428 

セール・アンド・リースバックによる収入 6,243 － 

セール・アンド・リースバックによる支出 △556 － 

セールアンド割賦バック取引による支出 △1,045 △688 

その他 － 5 

財務活動によるキャッシュ・フロー 56,662 166,804 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,620 △2,455 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,500 67,545 

現金及び現金同等物の期首残高 39,356 51,518 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △338 △25 

現金及び現金同等物の期末残高 51,518 119,038 

前連結会計年度
(自　平成27年４月１日
 至　平成28年３月31日)

(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


