
財務報告

連結財政状態計算書 移行日
（2017年4月1日）

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）

　資産
　　流動資産
　　　現金及び現金同等物 69,918 97,991 107,311
　　　営業債権及びその他の債権 159,066 172,480 179,791
　　　その他の金融資産 27,685 7,154 10,824
　　　棚卸資産 63,334 63,989 63,647
　　　その他の流動資産 9,973 16,049 20,531
　　　流動資産合計 329,977 357,666 382,106
　　非流動資産
　　　有形固定資産 233,659 241,581 257,728
　　　無形資産 1,906 2,316 2,327
　　　その他の金融資産 46,599 51,826 39,190
　　　持分法で会計処理されている投資 13,446 13,470 13,897
　　　退職給付に係る資産 4,553 4,435 3,722
　　　繰延税金資産 5,304 4,859 5,434
　　　その他の非流動資産 3,438 3,329 3,722
　　　非流動資産合計 308,909 321,819 326,023
　　資産合計 638,887 679,485 708,129

負債及び資本
　負債
　　流動負債
　　　営業債務及びその他の債務 125,689 132,758 140,660
　　　借入金 31,762 43,722 32,396
　　　その他の金融負債 5,777 5,750 6,216
　　　未払法人所得税 3,429 3,704 3,221
　　　引当金 1,363 1,252 1,499
　　　その他の流動負債 8,295 8,204 10,313
　　　流動負債合計 176,317 195,392 194,309
　　非流動負債
　　　社債及び借入金 58,955 64,511 93,089
　　　その他の金融負債 12,123 14,677 348
　　　退職給付に係る負債 32,033 33,447 34,320
　　　引当金 93 92 115
　　　繰延税金負債 5,283 3,618 3,558
　　　その他の非流動負債 2,176 2,089 2,242
　　　非流動負債合計 110,665 118,435 133,674
　　負債合計 286,983 313,828 327,983

　資本
　　　資本金 28,027 28,027 28,027
　　　資本剰余金 29,314 29,055 26,968
　　　自己株式 △1,216 △1,218 △1,219
　　　その他の資本の構成要素 14,688 14,326 14,674
　　　利益剰余金 256,467 270,354 285,669
　　　親会社の所有者に帰属する持分合計 327,282 340,546 354,120
　　　非支配持分 24,621 25,111 26,024
　　資本合計 351,903 365,657 380,145
　負債及び資本合計 638,887 679,485 708,129

（単位：百万円）

64



連結損益計算書
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

売上収益 807,958 840,714
売上原価 △705,857 △737,352
売上総利益 102,101 103,362
販売費及び一般管理費 △60,567 △62,387
その他の収益 4,164 4,279
その他の費用 △10,518 △8,728
営業利益 35,179 36,525
金融収益 2,186 2,669
金融費用 △2,903 △2,692
持分法による投資利益 1,044 854
税引前利益 35,507 37,356
法人所得税費用 △10,982 △11,245
当期利益 24,525 26,111

当期利益の帰属
　親会社の所有者 21,361 23,309
　非支配持分 3,163 2,801
　当期利益 24,525 26,111

1株当たり当期利益
　基本的１株当たり当期利益（円） 165.04 180.09

連結包括利益計算書
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

当期利益 24,525 26,111

その他の包括利益
　純損益に振り替えられることのない項目
　　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 2,041 △1,218
　　確定給付制度の再測定 △331 △460
　　持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 144 △33
　　純損益に振り替えられることのない項目合計 1,854 △1,712

　純損益に振り替えられる可能性のある項目
　　在外営業活動体の換算差額　 △1,922 1,983
　　持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △272 △120
　　純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △2,195 1,862
　税引後その他の包括利益 △340 149
当期包括利益 24,185 26,261

当期包括利益の帰属
　親会社の所有者 20,774 23,213
　非支配持分 3,411 3,047
　当期包括利益 24,185 26,261

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（　　　  　　） （　　　  　　）

（　　　  　　） （　　　  　　）
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連結持分変動計算書

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業活動
体の換算差額

その他の包括
利益を通じて
公正価値で
測定する
金融資産

確定給付制度
の再測定

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2017年4月1日時点の残高 28,027 29,314 △1,216 - 14,688 -
　当期利益 - - - - - -
　その他の包括利益 - - - △2,400 2,038 △225
　　当期包括利益合計 - - - △2,400 2,038 △225
　自己株式の取得 - - △1 - - -
　配当金 - - - - - -
　支配継続子会社に対する持分変動 - △258 - - - -
　その他の資本の構成要素から
　利益剰余金への振替 - - - - - 225

　　所有者との取引額合計 - △258 △1 - - 225
2018年3月31日時点の残高 28,027 29,055 △1,218 △2,400 16,726 -
　当期利益 - - - - - -
　その他の包括利益 - - - 1,618 △1,228 △486
　　当期包括利益合計 - - - 1,618 △1,228 △486
　自己株式の取得 - - △1 - - -
　配当金 - - - - - -
　支配継続子会社に対する持分変動 - △2,086 - △41 - -
　その他の資本の構成要素から
　利益剰余金への振替 - - - - - 486

　　所有者との取引額合計 - △2,086 △1 △41 - 486
2019年3月31日時点の残高 28,027 26,968 △1,219 △823 15,498 -

親会社の所有者に帰属する持分
その他の資本
の構成要素 利益剰余金 合計 非支配持分 合計

合計
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2017年4月1日時点の残高 14,688 256,467 327,282 24,621 351,903   
　当期利益 - 21,361 21,361 3,163 24,525
　その他の包括利益 △587 - △587 247 △340
　　当期包括利益合計 △587 21,361 20,774 3,411 24,185
　自己株式の取得 - - △1 - △1
　配当金 - △7,249 △7,249 △2,235 △9,485
　支配継続子会社に対する持分変動 - - △258 △685 △944
　その他の資本の構成要素から
　利益剰余金への振替 225 △225 - - -

　　所有者との取引額合計 225 △7,474 △7,510 △2,921 △10,431
2018年3月31日時点の残高 14,326 270,354 340,546 25,111 365,657
　当期利益 - 23,309  23,309 2,801 26,111
　その他の包括利益 △96 - △96 246 149
　　当期包括利益合計 △96 23,309 23,213 3,047 26,261
　自己株式の取得 - - △1 - △1
　配当金 - △7,508 △7,508 △2,737 △10,246
　支配継続子会社に対する持分変動 △41 - △2,128 603 △1,525
　その他の資本の構成要素から
　利益剰余金への振替 486 △486 - - -

　　所有者との取引額合計 444 △7,995 △9,638 △2,134 △11,772
2019年3月31日時点の残高 14,674 285,669 354,120 26,024 380,145

財務報告
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連結キャッシュ・フロー計算書
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

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税引前利益 35,507 37,356
　減価償却費及び償却費 32,535 33,789
　金融収益 △3,824 △2,669
　金融費用 2,144 2,830
　持分法による投資損益（△は益） △1,044 △854
　固定資産売却損益（△は益） △342 590
　棚卸資産の増減額（△は増加） △550 719
　営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △13,675 △7,351
　営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） 4,215 5,008
　その他 1,740 △522

小計 56,707 68,896
　利息の受取額 1,602 1,835
　配当金の受取額 899 1,042
　利息の支払額 △2,130 △2,577
　法人所得税の支払額 △13,074 △11,732
　営業活動によるキャッシュ・フロー 44,004 57,463
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 △3,618 △14,249
　定期預金の払戻による収入 25,025 9,964
　有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △43,495 △49,479
　有形固定資産及び無形資産の売却による収入 2,449 1,327
　投資の取得による支出 △2,583 △3,131
　投資の売却及び償還による収入 410 40
　その他 △19 35
　投資活動によるキャッシュ・フロー △21,832 △55,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入れによる収入 21,598 37,296
　短期借入金の返済による支出 △21,400 △27,293
　長期借入れによる収入 24,187 31,462
　長期借入金の返済による支出 △13,943 △25,787
　社債の発行による収入 9,954 -
　自己株式の取得による支出 △1 △1
　配当金の支払額 △7,248 △7,503
　非支配持分への配当金の支払額 △2,235 △2,742
　非支配持分からの払込による収入 163 -
　非支配持分への払戻による支出 △649 -
　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 △3,866 -
　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 - 2,314
　その他 △591 3
　財務活動によるキャッシュ・フロー 5,966 7,749
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,138 9,721
現金及び現金同等物の期首残高 69,918 97,991
現金及び現金同等物に係る換算差額 △65 △401
現金及び現金同等物の期末残高 97,991 107,311

（単位：百万円）

（　　　  　　） （　　　  　　）
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