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連結財務諸表

連結財政状態計算書
（単位：百万円）

IFRS移行日
（2016年4月１日）

前連結会計年度
（2017年3月31日）

当連結会計年度
（2018年3月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 ¥  97,283 ¥  97,416 ¥124,956

営業債権及びその他の債権 91,034 111,130 122,476

棚卸資産 77,857 81,918 87,567

その他の金融資産 28,868 44,970 13,776

その他の流動資産 9,101 8,695 9,134

流動資産合計 304,142 344,128 357,908

非流動資産

有形固定資産 120,612 131,748 159,834

のれん 9,354 9,331 19,389

その他の無形資産 8,133 9,190 10,403

持分法で会計処理されている投資 23,206 21,712 24,777

退職給付に係る資産 – 373 1,003

その他の金融資産 47,185 46,529 64,970

その他の非流動資産 5,819 7,129 1,862

繰延税金資産 7,481 8,343 7,552

非流動資産合計 221,790 234,355 289,791

資産合計 ¥525,933 ¥578,484 ¥647,699

（単位：百万円）

IFRS移行日
（2016年4月１日）

前連結会計年度
（2017年3月31日）

当連結会計年度
（2018年3月31日）

負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務 ¥  77,984 ¥  95,037 ¥110,303
借入金 20,793 23,740 25,947
未払法人所得税 1,948 8,360 4,520
その他の金融負債 546 626 641
その他の流動負債 10,191 11,357 12,607

流動負債合計 111,461 139,120 154,019
非流動負債
借入金 22,245 38,381 53,456
退職給付に係る負債 15,180 13,904 14,500
その他の金融負債 2,534 2,005 1,674
その他の非流動負債 2,448 2,278 2,480
繰延税金負債 6,223 6,432 9,955

非流動負債合計 48,630 63,000 82,064
負債合計 160,091 202,120 236,084

資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金 23,320 23,320 23,370
資本剰余金 26,110 18,441 18,502
利益剰余金 288,147 309,517 331,913
自己株式 △957 △5,396 △5,358
その他の資本の構成要素 15,569 16,006 25,071

親会社の所有者に帰属する持分合計 352,189 361,889 393,499
非支配持分 13,653 14,475 18,116

資本合計 365,842 376,364 411,615
負債及び資本合計 ¥525,933 ¥578,484 ¥647,699
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連結損益計算書 連結包括利益計算書
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自　2016年4月  １日
至　2017年3月31日）

当連結会計年度
（自　2017年4月  １日
至　2018年3月31日）

売上収益 ￥388,455 ￥421,930

売上原価 △272,422 △291,796

売上総利益 116,034 130,134

販売費及び一般管理費 △81,759 △86,977

その他の営業収益 4,906 2,262

その他の営業費用 △3,916 △2,187

持分法による投資損益 678 338

営業利益 35,943 43,569

金融収益 3,045 3,659

金融費用 △694 △1,022

税引前当期利益 38,294 46,206

法人所得税 △7,776 △11,227

当期利益 30,518 34,979

当期利益の帰属

親会社の所有者 30,243 33,230

非支配持分 275 1,749

合計 30,518 34,979

（単位：円）

前連結会計年度
（自　2016年4月  １日
至　2017年3月31日）

当連結会計年度
（自　2017年4月  １日
至　2018年3月31日）

親会社の所有者に帰属する１株当たり当期利益

基本的１株当たり当期利益 ￥  135.17 ￥  149.32

希薄化後１株当たり当期利益 134.77 148.89

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自　2016年4月  １日
至　2017年3月31日）

当連結会計年度
（自　2017年4月  １日
至　2018年3月31日）

当期利益 ¥30,518 ¥34,979

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される
　金融資産の純変動額 2,781 8,046

確定給付制度の再測定額 918 160

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 51 △50

純損益に振り替えられる可能性のある項目

キャッシュ・フロー・ヘッジに係る
　公正価値の純変動額 295 154

在外営業活動体の換算差額 △303 1,001

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 △1,179 1,581

税引後その他の包括利益合計 2,564 10,892

当期包括利益合計 33,082 45,871

当期包括利益合計額の帰属

親会社の所有者 32,946 43,275

非支配持分 135 2,596

合計 ¥33,082 ¥45,871
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連結持分変動計算書
（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
その他の

資本の構成要素 合計

2016年4月1日残高 ¥23,320 ¥26,110 ¥288,147 ¥△957 ¥15,569 ¥352,189 ¥13,653 ¥365,842

当期利益 30,243 30,243 275 30,518

その他の包括利益 2,703 2,703 △140 2,564

当期包括利益合計 – – 30,243 – 2,703 32,946 135 33,082

株式報酬取引 △4 △4 △4

配当金 △11,202 △11,202 △90 △11,291

自己株式の変動 8 △4,439 △4,432 △4,432

その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 2,271 △2,271 – –

非支配持分の変動 △7,671 5 △7,666 741 △6,925

その他の増減額 57 57 35 92

所有者との取引額等合計 – △7,668 △8,873 △4,439 △2,266 △23,246 687 △22,559

2017年3月31日残高 ¥23,320 ¥18,441 ¥309,517 ¥△5,396 ¥16,006 ¥361,889 ¥14,475 ¥376,364

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
その他の

資本の構成要素 合計

2017年4月1日残高 ¥23,320 ¥18,441 ¥309,517 ¥△5,396 ¥16,006 ¥361,889 ¥14,475 ¥376,364

当期利益 33,230 33,230 1,749 34,979

その他の包括利益 10,045 10,045 847 10,892

当期包括利益合計 – – 33,230 – 10,045 43,275 2,596 45,871

株式報酬取引 50 27 △25 52 52

配当金 △11,127 △11,127 △42 △11,169

自己株式の変動 5 38 43 0 43

その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 292 △292 – –

非支配持分の変動 28 4 32 111 143

その他の増減額 1 △666 △665 976 311

所有者との取引額等合計 50 60 △10,833 38 △980 △11,665 1,045 △10,620

2018年3月31日残高 ¥23,370 ¥18,502 ¥331,913 ¥△5,358 ¥25,071 ¥393,499 ¥18,116 ¥411,615
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自　2016年4月  １日
至　2017年3月31日）

当連結会計年度
（自　2017年4月  １日
至　2018年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益 ¥    38,294 ¥    46,206
減価償却費及び償却費 14,758 16,973
受取利息及び受取配当金 △1,369 △2,321
支払利息 694 1,022
持分法による投資損益 △678 △338
減損損失 2,111 –
営業債権及びその他の債権の増減額 △20,562 △9,798
棚卸資産の増減額 △4,367 △5,421
営業債務及びその他の債務の増減額 21,908 9,388
その他 △5,629 2,003
利息及び配当金の受入額 2,128 2,749
利息の支払額 △478 △976
法人税等の支払額 △4,171 △15,892
法人税等の還付額 1,858 –
営業活動によるキャッシュ・フロー 44,494 43,596

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額 △19,714 22,205
有価証券の純増減額 4,500 8,000
有形固定資産等の取得による支出 △33,143 △37,312
有形固定資産等の売却による収入 1,368 733
事業譲渡による収入 772 –
投資の取得による支出 △2,833 △5,403
投資の売却による収入 5,417 1,179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 – △9,231
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △98 –
関連会社株式の取得による支出 △74 △1,104
関連会社株式の売却による収入 1,249 –
貸付金の貸し付けによる支出 △294 △2,292
貸付金の回収による収入 1,550 2,968
その他 77 △168
投資活動によるキャッシュ・フロー ¥△41,223 ¥△20,423

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自　2016年4月  １日
至　2017年3月31日）

当連結会計年度
（自　2017年4月  １日
至　2018年3月31日）

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 ¥     629 ¥    3,379
長期借入金の返済による支出 △4,766 △5,951
長期借入金の借入れによる収入 24,034 18,173
自己株式の取得による支出 △4,526 △2
配当金の支払額 △11,200 △11,127
非支配株主への配当金の支払額 △81 △42
非支配株主からの払込による収入 1,141 –
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 △8,098 △0

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 – 98

その他 △668 △667
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,535 3,860

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 397 506
現金及び現金同等物の増減額 134 27,539
現金及び現金同等物の期首残高 97,283 97,416
現金及び現金同等物の当期末残高 ¥97,416 ¥124,956

連結キャッシュ・フロー計算書




