
１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
 

    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 ※２ 46,146 ※２ 60,765 

受取手形及び売掛金 39,853 ※２ 39,796 

有価証券 12,724 13,503 

商品及び製品 24,321 28,997 

仕掛品 5,836 7,888 

原材料及び貯蔵品 11,691 15,361 

繰延税金資産 5,678 6,016 

その他 7,449 7,740 

貸倒引当金 △697 △1,295 

流動資産合計 153,004 178,774 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 39,362 39,863 

減価償却累計額 △21,265 △21,862 

建物及び構築物（純額） 18,097 18,000 

機械装置及び運搬具 23,318 23,005 

減価償却累計額 △19,527 △18,986 

機械装置及び運搬具（純額） ※２ 3,791 4,019 

土地 9,266 9,670 

建設仮勘定 1,421 1,214 

その他 23,814 26,379 

減価償却累計額 △17,264 △19,270 

その他（純額） 6,549 7,108 

有形固定資産合計 39,126 40,014 

無形固定資産    

のれん 2,082 3,477 

その他 2,076 3,621 

無形固定資産合計 4,159 7,098 

投資その他の資産    

投資有価証券 ※１ 54,883 ※１ 63,250 

長期貸付金 21 22 

繰延税金資産 1,177 1,071 

退職給付に係る資産 － 18 

その他 ※１ 3,080 ※１ 4,412 

貸倒引当金 △114 △119 

投資その他の資産合計 59,048 68,655 

固定資産合計 102,334 115,767 

資産合計 255,338 294,542 
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    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 16,757 17,786 

短期借入金 ※２ 1,669 ※２ 4,272 

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 3,255 ※２ 1,361 

未払法人税等 3,381 1,801 

繰延税金負債 83 79 

賞与引当金 2,641 2,654 

製品保証引当金 1,695 1,755 

受注損失引当金 0 73 

その他 10,472 15,100 

流動負債合計 39,957 44,886 

固定負債    

長期借入金 ※２ 3,334 ※２ 8,430 

繰延税金負債 2,347 5,792 

退職給付に係る負債 10,687 9,170 

役員退職慰労引当金 538 545 

資産除去債務 216 206 

その他 7,010 6,786 

固定負債合計 24,134 30,932 

負債合計 64,091 75,818 

純資産の部    

株主資本    

資本金 19,556 19,556 

資本剰余金 28,371 28,301 

利益剰余金 134,798 143,883 

自己株式 △13,244 △12,850 

株主資本合計 169,482 178,891 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 21,407 29,892 

繰延ヘッジ損益 △7 0 

為替換算調整勘定 1,590 12,425 

退職給付に係る調整累計額 △4,687 △5,285 

その他の包括利益累計額合計 18,302 37,033 

少数株主持分 3,461 2,798 

純資産合計 191,246 218,723 

負債純資産合計 255,338 294,542 
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