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【連結貸借対照表】

(単位：百万円)
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 7,156
    受取手形及び売掛金 11,478
    商品及び製品 49,208
    仕掛品 590
    原材料及び貯蔵品 1,329
    繰延税金資産 4,270
    その他 8,476
    貸倒引当金 △140
    流動資産合計 82,369
  固定資産

    有形固定資産

      建物及び構築物 67,320
        減価償却累計額 △38,306
        建物及び構築物（純額） 29,013
      機械装置及び運搬具 16,750
        減価償却累計額 △13,541
        機械装置及び運搬具（純額） 3,209
      工具器具備品 17,195
    減価償却累計額 △13,391
    工具器具備品（純額） 3,803
      土地 23,048
      リース資産 4,066
        減価償却累計額 △2,320
        リース資産（純額） 1,745
      建設仮勘定 1,242
      その他 134
      有形固定資産合計 62,199
    無形固定資産

      のれん 328
      その他 1,256
      無形固定資産合計 1,584
    投資その他の資産

      投資有価証券 877
      長期貸付金 175
      繰延税金資産 2,739
      敷金及び保証金 10,874
   建設協力金 4,870
      その他 2,252
      貸倒引当金 △793
      投資その他の資産合計 20,994
    固定資産合計 84,778
  資産合計 167,148
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(単位：百万円)
当連結会計年度

(平成29年３月31日)
負債の部

  流動負債

    支払手形及び買掛金 38,978
    短期借入金 3,032
    １年内返済予定の長期借入金 2,150
    未払金 7,298
  リース債務 707
  未払費用 2,201
    未払法人税等 2,965
    賞与引当金 2,731
    ポイント引当金 7,650
  資産除去債務 19
    その他 1,417
    流動負債合計 69,153
  固定負債

    長期借入金 5,634
    リース債務 1,306
  資産除去債務 1,608
  退職給付に係る負債 8,030
    役員退職慰労引当金 725
  繰延税金負債 89
    その他 661
    固定負債合計 18,056
  負債合計 87,209

純資産の部

  株主資本

    資本金 314
    資本剰余金 236
    利益剰余金 77,953
    自己株式 △21
    株主資本合計 78,483
  その他の包括利益累計額

    その他有価証券評価差額金 268
    為替換算調整勘定 97
  退職給付に係る調整累計額 △446
    その他の包括利益累計額合計 △81
  非支配株主持分 1,537
  純資産合計 79,939
負債純資産合計 167,148
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【連結損益計算書】

(単位：百万円)
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）

売上高 362,827

売上原価 251,583

売上総利益 111,244

販売費及び一般管理費 101,897

営業利益 9,346

営業外収益

  受取利息 73

  受取配当金 9

  不動産賃貸料 939

  その他 824

  営業外収益合計 1,847

営業外費用

  支払利息 75

不動産賃貸費用 617

  その他 210

  営業外費用合計 903

経常利益 10,291

特別利益

  固定資産売却益 13

  その他 40

  特別利益合計 53

特別損失

  固定資産除売却損 205

  減損損失 1,106

  その他 110

  特別損失合計 1,423

税金等調整前当期純利益 8,921

法人税、住民税及び事業税 4,077

法人税等調整額 △888

法人税等合計 3,188

当期純利益 5,732

非支配株主に帰属する当期純利益 180

親会社株主に帰属する当期純利益 5,552



―4―

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

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）

当期純利益 5,732
その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 66

  為替換算調整勘定 11
退職給付に係る調整額 △147
その他の包括利益合計 △69

包括利益 5,663
（内訳）

親会社株主に係る包括利益 5,483
非支配株主に係る包括利益 179
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【連結株主資本等変動計算書】

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)
   （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 314 270 72,556 △20 73,120

当期変動額

剰余金の配当 △250 △250

親会社株主に帰属する
当期純利益

5,552 5,552

自己株式の取得 △0 △0

非支配株主との取引に係る親会
社の持分変動

△34 △34

その他 95 95

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 - △34 5,397 △0 5,362

当期末残高 314 236 77,953 △21 78,483

その他の包括利益累計額
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

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 201 85 △299 △11 1,360 74,469

当期変動額

剰余金の配当 △250

親会社株主に帰属する
当期純利益

5,552

自己株式の取得 △0

非支配株主との取引に係る親会
社の持分変動

△34

その他 95

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

66 11 △147 △69 176 107

当期変動額合計 66 11 △147 △69 176 5,470

当期末残高 268 97 △446 △81 1,537 79,939
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【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
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）

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 8,921

  減価償却費 6,072

  減損損失 1,106

  のれん償却額 123

  貸倒引当金の増減額(△は減少) △41

  賞与引当金の増減額(△は減少) 180

ポイント引当金の増減額(△は減少) 339

退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 781

  役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 223

  受取利息及び受取配当金 △83

  支払利息 75

固定資産売却損益(△は益) △13

  固定資産除売却損 205

  売上債権の増減額(△は増加) 78

  たな卸資産の増減額(△は増加) △634

  仕入債務の増減額(△は減少) 812

未払消費税等の増減額（△は減少） 458

  その他 310

  小計 18,918

  利息及び配当金の受取額 83

  利息の支払額 △74

  法人税等の支払額 △3,936

  営業活動によるキャッシュ・フロー 14,991
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(単位：百万円)
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）

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 △24

  定期預金の払戻による収入 8

  投資有価証券の取得による支出 △0

  投資有価証券の売却による収入 3

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △41

  有形固定資産の取得による支出 △8,285

  有形固定資産の売却による収入 578

  無形固定資産の取得による支出 △267

  差入保証金の差入による支出 △637

  差入保証金の回収による収入 95

  短期貸付金の純増減額(△は増加) 71

  長期貸付けによる支出 △35

  長期貸付金の回収による収入 52

  その他 298

  投資活動によるキャッシュ・フロー △8,184

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) △4,603

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △916

  長期借入金の返済による支出 △1,812

自己株式の取得による支出 △0

  配当金の支払額 △262
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

△34

  その他 339

  財務活動によるキャッシュ・フロー △7,291

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △484

現金及び現金同等物の期首残高 7,342 

現金及び現金同等物の期末残高 6,857


