
 

平成 28 年５月 24 日 

各      位 

上場会社名  株式会社 丸  栄 

本社所在地  名古屋市中区栄三丁目３番１号 

代 表 者  取締役社長       野原 太二雄 

コード番号       ８２４５ 

上場取引所       名証・東証・各第１部 

問い合わせ先       常務取締役総務本部長 渡邉 克哉 

電話（052）264―1211(代表) 

 

 
 

親会社等に係る決算情報に関するお知らせ 

 

 

当社の親会社等である興和株式会社の決算情報が確定しましたので、下記のとおり 

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．親会社等の名称  興和株式会社 

２. 本 社 所 在 地    名古屋市中区錦三丁目６番２９号 

３．議決権所有割合  ６９．７３％直接  ０．２３％間接 

          （平成２８年２月２９日現在）  

 

【添付書類】 

   株式の所有者別状況・大株主の状況・役員の状況 

   平成２８年３月期 財務諸表の概要 

・連結貸借対照表 

・連結損益計算書 

・連結株主資本等変動計算書 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・株主資本等変動計算書  

 

 

以  上 
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添付書類 

 

【所有者別状況】 

平成28年3月31日現在

50.39 100.00 －

 (注) 自己株式7,189,847株は、「個人その他」に7,189単元、「単元未満株式の状況」に847株含まれております。

18,917 37,545 225,000

所有株式数の割合(％) － 12.78 － 36.83 － －

992 1,028 －

所有株式数(単元) － 4,799 － 13,829 － －

個人
以外

個人

株主数(人) － 11 － 25 － －

区分

株式の状況(1単元の株式数 1,000株）

単元未満株式
の状況  (株)

政府及
地方公
共団体

金融商品
取引業者

証券
会社

その他
の法人

外国法人等

個人
その他

計

 
 

 

【大株主の状況】 

平成28年3月31日現在

19.39

3.96

3.67

3.06

2.85

2.65

2.37

1.47

1.35

1.06

41.81計 － 15,792

 (注) 当社は、自己株式7,189,847株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

 川崎　晃義  愛知県名古屋市千種区 509

 ブルドックソース株式会社  東京都中央区日本橋兜町11番5号 400

 清水建設株式会社  東京都中央区京橋二丁目１６番１号 897

 三輪　弘  東京都大田区 554

 大栄産興株式会社  愛知県名古屋市千種区向陽町一丁目12番地 1,075

 株式会社荏原製作所  東京都大田区羽田旭町11番1号 1,000

 株式会社みずほ銀行  東京都千代田区大手町一丁目5番5号 1,385

 名糖産業株式会社  愛知県名古屋市西区笹塚町二丁目41番地 1,155

 興和紡株式会社  愛知県名古屋市中区錦三丁目6番29号 7,322

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 1,494

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割

合(％)

 
 



－ 2 － 

【役員の状況】 

所有株式数

(千株)

平成元年 6月 当社常務取締役に就任

平成 3年 6月 当社代表取締役専務に就任

平成 5年 6月 当社代表取締役副社長に就任

平成 7年 8月 当社代表取締役社長に就任（現任）

平成13年 6月 当社取締役に就任

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員に就任

平成21年 6月 当社代表取締役専務執行役員に就任

平成21年 6月 当社医薬事業部長に就任(現任）

平成25年10月 当社東京支店長に就任(現任）

平成27年 6月 当社代表取締役副社長執行役員に就任(現任）

平成19年 6月 当社執行役員に就任

平成21年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成24年 6月 当社取締役常務執行役員に就任

平成25年 6月 当社代表取締役専務執行役員に就任

平成25年 6月 当社管理部門長に就任（現任）

平成26年10月 当社経営企画室　管掌に就任（現任）

平成27年 6月 当社代表取締役副社長執行役員に就任(現任）

平成20年 6月 当社医薬事業部生産本部長に就任（現任）

平成23年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成24年 6月 当社取締役常務執行役員に就任

平成27年 6月 当社代表取締役専務執行役員に就任（現任）

平成19年 6月 当社執行役員に就任

平成21年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成25年 6月 当社取締役常務執行役員に就任

平成27年 6月 当社取締役専務執行役員に就任（現任）

平成27年10月 当社産業関連事業部長に就任（現任）

平成21年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成21年 6月 当社管理部門人事部長に就任（現任）

平成25年 6月 当社取締役常務執行役員に就任

平成25年10月 当社管理部門人事本部長に就任（現任）

平成27年 6月 当社取締役専務執行役員に就任（現任）

平成11年 6月 当社取締役に就任

平成25年 6月 当社取締役常務執行役員に就任（現任）

平成25年 6月 当社ホスピタリティ事業部長に就任（現任）

平成27年10月 株式会社名古屋観光ホテル会長に就任（現任）

平成27年10月 株式会社ナゴヤキャッスル会長に就任（現任）

平成19年 6月 当社執行役員に就任

平成21年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成27年 6月 当社取締役常務執行役員に就任（現任）

平成27年 6月 当社管理部門総務本部長兼総務部長に就任（現任）

平成21年 6月 当社執行役員に就任

平成21年12月 知的財産統轄室長に就任（現任）

平成23年 4月 知的財産統轄室管理部長に就任（現任）

平成25年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成27年 6月 当社取締役常務執行役員に就任（現任）

平成21年 6月 当社医薬事業部東京創薬研究所長に就任（現任）

平成23年 6月 当社執行役員に就任

平成25年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成27年 6月 当社取締役常務執行役員に就任（現任）

平成27年 6月 当社医薬事業部研究本部長に就任（現任）

取締役

常務執行役員

医薬事業部

研究本部長

東京創薬研究所長

田辺　宗平

昭和27年11月19日
(注)3 3

取締役

常務執行役員

知的財産統轄室長

管理部長

川口　正憲

昭和31年12月29日
(注)3 2

取締役

常務執行役員

管理部門

総務本部長

総務部長

澤野　　一

昭和26年 3月15日
(注)3 6

取締役

常務執行役員
ホスピタリティ事業部長

藤森　源久

昭和23年 1月25日
(注)3 11

取締役

専務執行役員

管理部門

人事本部長

人事部長

中西  弘幸

昭和28年 2月11日
(注)3 16

取締役

専務執行役員
産業関連事業部長

井上　順司

昭和25年 1月 3日
(注)3 8

代表取締役

専務執行役員

医薬事業部

生産本部長

照井　隆義

昭和22年10月14日
(注)3 6

代表取締役

副社長執行役員

経営企画室　管掌

管理部門長

山下　孝治

昭和26年 6月20日 
(注)3 6

代表取締役

副社長執行役員

東京支店長

医薬事業部長

白石　浩一

昭和22年10月 3日
(注)3 14

代表取締役

社長

三輪　弘

昭和30年10月30日

(注)2

(注)3 554

平成28年3月31日

役名 職名 氏名 略歴 任期
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所有株式数

(千株)

平成23年 6月 当社執行役員に就任

平成25年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成25年10月 当社管理部門海外統轄本部長に就任（現任）

平成26年10月 当社経営企画室長に就任（現任）

平成27年 6月 当社取締役常務執行役員に就任（現任）

平成24年 1月 当社医薬事業部医療用開発本部長に就任（現任）

平成24年 6月 当社執行役員に就任

平成25年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成27年 6月 当社取締役常務執行役員に就任（現任）

平成25年 6月 当社取締役執行役員に就任

平成25年10月 当社管理部門財務本部長兼財務部長に就任（現任）

平成27年 6月 当社取締役常務執行役員に就任（現任）

平成23年 6月 当社執行役員に就任

平成27年 6月 当社取締役常務執行役員に就任（現任）

平成27年10月 当社医薬事業部調布工場長に就任（現任）

平成23年 6月 当社執行役員に就任

平成26年 4月 当社生活関連事業部開発生産本部長に就任（現任）

平成26年10月 当社生活関連事業部長兼東京営業所長に就任（現任）

平成27年 4月 当社生活関連事業部管理本部長に就任（現任）

平成27年 6月 当社取締役常務執行役員に就任（現任）

平成11年 6月 当社取締役に就任（現任）

平成13年 6月 株式会社名古屋観光ホテル常務取締役に就任

平成16年 6月 株式会社名古屋観光ホテル専務取締役に就任

平成22年 6月 株式会社名古屋観光ホテル常勤監査役に就任（現任）

平成21年 6月 当社執行役員に就任

平成22年 6月 当社常勤監査役に就任（現任）

昭和52年 4月 弁護士登録

平成 3年 1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）

平成 6年 4月 高裁判所司法研修所教官 

平成17年 6月 当社監査役に就任（現任） 

平成13年 6月 興和冷蔵株式会社代表取締役に就任（現任）

平成19年 6月 当社監査役に就任（現任）

平成22年11月 興和紡株式会社執行役員に就任(現任）

1,013

（注） １．監査役 井窪保彦、及び大竹俊明は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

２．取締役 三輪晃裕は、社長 三輪芳弘の実弟であります。

３．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

４．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

５．平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

６．平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

７．平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間 

計

監査役

大竹　俊明

昭和24年11月28日

(注)1

(注)4 3

2

監査役 

 井窪　保彦

昭和28年 2月11日

(注)1

(注)6 －

常勤監査役
太田　登志一

昭和26年12月22日
平成24年 6月 当社常勤監査役に就任（現任） (注)7

常勤監査役
久我　　広

昭和24年 9月 1日
(注)5 6

取締役

三輪　晃裕

昭和35年 8月15日

(注)2

(注)3 361

取締役

常務執行役員

生活関連事業部長

管理本部長

東京営業所長

開発生産本部長

大久保　行紀

昭和27年 9月20日

(注)3 2

取締役

常務執行役員

医薬事業部

調布工場長

近藤　林次

昭和26年10月 6日
(注)3 3

取締役

常務執行役員

管理部門

財務本部長

財務部長

野々村　明輝

昭和31年 8月15日
(注)3 5

1

取締役

常務執行役員

医薬事業部

医療用開発本部長

森部　 睦

昭和33年 5月29日
(注)3 1

役名 職名 氏名 略歴 任期

取締役

常務執行役員

経営企画室長

管理部門

海外統轄本部長

野村　保夫

昭和33年 9月 1日
(注)3
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【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 34,660 32,752

受取手形及び売掛金 99,281 98,838

有価証券 632 388

リース債権 11,239 9,449

商品及び製品 28,354 28,112

仕掛品 4,637 4,716

原材料及び貯蔵品 7,194 6,525

繰延税金資産 6,158 8,313

その他 6,913 5,696

貸倒引当金 △1,275 △1,300

流動資産合計 197,796 193,492

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 123,658 123,970

減価償却累計額 △77,456 △79,850

建物及び構築物（純額） 46,201 44,120

機械装置及び運搬具 39,308 40,128

減価償却累計額 △32,433 △34,323

機械装置及び運搬具（純額） 6,874 5,804

工具、器具及び備品 24,380 24,377

減価償却累計額 △16,184 △16,020

工具、器具及び備品（純額） 8,196 8,357

土地 116,700 116,550

リース資産 4,405 4,680

減価償却累計額 △1,361 △1,750

リース資産（純額） 3,043 2,930

建設仮勘定 322 387

有形固定資産合計 181,338 178,152

無形固定資産 

のれん 7,773 4,215

リース資産 283 164

その他 5,441 5,054

無形固定資産合計 13,498 9,434

投資その他の資産 

投資有価証券 52,150 49,791

長期貸付金 8,620 6,644

退職給付に係る資産 30 －

繰延税金資産 1,612 3,752

その他 10,467 8,241

貸倒引当金 △5,239 △4,291

投資その他の資産合計 67,641 64,138

固定資産合計 262,478 251,725

繰延資産 9 4

資産合計 460,284 445,221
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(単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 73,355 73,647

短期借入金 92,632 86,943

リース債務 804 783

未払法人税等 807 831

繰延税金負債 21 70

賞与引当金 712 844

役員賞与引当金 94 137

売上割戻引当金 1,744 1,835

返品調整引当金 803 793

未使用商品券等引当金 249 225

その他 26,842 26,178

流動負債合計 198,067 192,291

固定負債 

社債 6,415 4,100

長期借入金 102,809 95,126

リース債務 2,639 2,402

繰延税金負債 13,612 11,120

再評価に係る繰延税金負債 3,998 3,636

役員退職慰労引当金 1,271 1,064

関係会社清算損失引当金 1,760 －

資産除去債務 495 534

退職給付に係る負債 14,605 14,457

その他 3,103 3,542

固定負債合計 150,710 135,984

負債合計 348,778 328,275

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,840 3,840

資本剰余金 2,027 1,397

利益剰余金 85,950 94,085

自己株式 △12,307 △12,335

株主資本合計 79,510 86,987

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 21,114 20,305

繰延ヘッジ損益 30 △105

土地再評価差額金 401 653

為替換算調整勘定 △3,335 △4,308

退職給付に係る調整累計額 △188 △415

その他の包括利益累計額合計 18,022 16,129

非支配株主持分 13,973 13,828

純資産合計 111,505 116,945

負債純資産合計 460,284 445,221
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【連結損益計算書】 
(単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

売上高 434,344 374,449

売上原価 310,893 243,992

売上総利益 123,451 130,456

返品調整引当金戻入額 846 803

返品調整引当金繰入額 803 793

差引売上総利益 123,493 130,466

販売費及び一般管理費 137,716 122,429

営業利益又は営業損失（△） △14,222 8,036

営業外収益 

受取利息 528 414

受取配当金 1,484 850

為替差益 2,666 －

持分法による投資利益 34 54

固定資産売却益 3 315

その他 839 635

営業外収益合計 5,556 2,270

営業外費用 

支払利息 2,682 2,273

為替差損 － 1,303

固定資産廃棄損 40 197

貸倒引当金繰入額 929 0

その他 803 1,197

営業外費用合計 4,455 4,972

経常利益又は経常損失（△） △13,122 5,334

特別利益 

関係会社株式売却益 302 －

投資有価証券売却益 203 1,173

固定資産売却益 － 55

負ののれん発生益 515 －

抱合せ株式消滅差益 162 －

関係会社清算損失引当金戻入額 － 1,760

その他 120 120

特別利益合計 1,304 3,109

特別損失 

投資有価証券評価損 797 115

関係会社株式評価損 81 47

固定資産廃棄損 1,065 171

減損損失 6,355 2,430

段階取得に係る差損 189 －

その他 341 545

特別損失合計 8,829 3,310

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期  

純損失（△） 
△20,647 5,134

法人税、住民税及び事業税 1,657 1,082

法人税等調整額 384 △5,706

法人税等合計 2,042 △4,623

当期純利益又は当期純損失（△） △22,689 9,757

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主 

に帰属する当期純損失（△） 
△1,564 807

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主 

に帰属する当期純損失（△） 
△21,125 8,950
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【連結株主資本等変動計算書】 

前連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27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 3,840 2,027 109,279 △12,179 102,967

会計方針の変更による累積

的影響額  △2,026  △2,026

会計方針の変更を反映した当

期首残高 
3,840 2,027 107,252 △12,179 100,940

当期変動額   

剰余金の配当  △551  △551

親会社株主に帰属する当期

純損失（△）  △21,125  △21,125

自己株式の取得  △128 △128

連結範囲の変動  374  374

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計 － － △21,302 △128 △21,430

当期末残高 3,840 2,027 85,950 △12,307 79,510

 

 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 

繰延ヘッ

ジ損益 
土地再評

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 19,167 1 401 △1,602 △440 17,528 13,276 133,772

会計方針の変更による累積

的影響額   △43 △2,070

会計方針の変更を反映した当

期首残高 
19,167 1 401 △1,602 △440 17,528 13,232 131,702

当期変動額    

剰余金の配当    △551

親会社株主に帰属する当期

純損失（△）    △21,125

自己株式の取得    △128

連結範囲の変動    374

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
1,946 28 － △1,733 251 493 740 1,234

当期変動額合計 1,946 28 － △1,733 251 493 740 △20,196

当期末残高 21,114 30 401 △3,335 △188 18,022 13,973 111,505
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当連結会計年度（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 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 3,840 2,027 85,950 △12,307 79,510

当期変動額   

剰余金の配当  △550  △550

親会社株主に帰属する当期

純利益  8,950  8,950

自己株式の取得  △27 △27

連結範囲の変動  △264  △264

連結子会社の増資による持

分の増減  22  22

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減  △652  △652

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計 － △629 8,135 △27 7,477

当期末残高 3,840 1,397 94,085 △12,335 86,987

 

 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 

繰延ヘッ

ジ損益 
土地再評

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 21,114 30 401 △3,335 △188 18,022 13,973 111,505

当期変動額    

剰余金の配当    △550

親会社株主に帰属する当期

純利益    8,950

自己株式の取得    △27

連結範囲の変動    △264

連結子会社の増資による持

分の増減    22

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減    △652

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△808 △135 252 △972 △227 △1,892 △145 △2,038

当期変動額合計 △808 △135 252 △972 △227 △1,892 △145 5,439

当期末残高 20,305 △105 653 △4,308 △415 16,129 13,828 116,945
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【貸借対照表】 
(単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 

当事業年度 

(平成28年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 10,070 12,840

受取手形 2,966 1,882

電子記録債権 1,182 1,497

売掛金 39,043 40,052

有価証券 226 －

商品及び製品 18,823 18,653

仕掛品 3,019 3,286

原材料及び貯蔵品 6,195 5,581

前渡金 206 496

前払費用 482 468

繰延税金資産 5,055 3,667

短期貸付金 175 99

関係会社短期貸付金 2,538 1,595

その他 2,257 2,068

貸倒引当金 △0 △80

流動資産合計 92,242 92,111

固定資産 

有形固定資産 

建物 25,498 24,026

構築物 711 639

機械及び装置 5,725 5,050

車両運搬具 174 134

工具、器具及び備品 7,198 7,023

土地 46,313 46,303

リース資産 2,467 2,334

建設仮勘定 99 157

有形固定資産合計 88,190 85,669

無形固定資産 

特許権 4,370 3,690

ソフトウエア 568 522

のれん 5,031 2,238

リース資産 251 139

その他 169 149

無形固定資産合計 10,390 6,740

投資その他の資産 

投資有価証券 23,660 21,646

関係会社株式 44,695 45,068

関係会社出資金 4,505 6,215

長期貸付金 475 239

関係会社長期貸付金 22,911 18,817

繰延税金資産 － 1,102

その他 3,978 3,233

貸倒引当金 △6,061 △3,507

投資その他の資産合計 94,164 92,815

固定資産合計 192,745 185,226

資産合計 284,987 277,338
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(単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 

当事業年度 

(平成28年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 557 677

電子記録債務 9,900 10,383

買掛金 12,815 12,256

短期借入金 55,493 56,080

1年内償還予定の社債 2,150 2,150

リース債務 600 559

未払金 6,362 7,672

未払費用 2,352 2,022

未払法人税等 49 104

前受金 277 585

預り金 205 181

前受収益 134 121

役員賞与引当金 69 105

返品調整引当金 649 579

資産除去債務 － 28

その他 59 256

流動負債合計 91,680 93,765

固定負債 

社債 6,250 4,100

長期借入金 78,330 75,191

リース債務 2,114 1,924

繰延税金負債 687 －

退職給付引当金 6,819 6,220

役員退職慰労引当金 755 592

関係会社清算損失引当金 1,760 －

資産除去債務 53 44

その他 1,813 2,083

固定負債合計 98,583 90,156

負債合計 190,263 183,922

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,840 3,840

資本剰余金 

資本準備金 2,045 2,045

資本剰余金合計 2,045 2,045

利益剰余金 

利益準備金 960 960

その他利益剰余金 

研究開発積立金 18,200 18,200

退職慰労積立金 2,300 2,300

不動産圧縮積立金 892 1,027

特別償却準備金 203 169

別途積立金 59,000 59,000

繰越利益剰余金 10,545 10,684

利益剰余金合計 92,100 92,341

自己株式 △12,577 △12,605

株主資本合計 85,409 85,621

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 9,284 7,860

繰延ヘッジ損益 30 △65

評価・換算差額等合計 9,314 7,794

純資産合計 94,723 93,415

負債純資産合計 284,987 277,338
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【損益計算書】 
(単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

売上高 

売上高 174,979 158,345

その他の営業収入 3,656 5,553

売上高合計 178,636 163,898

売上原価 131,797 111,892

売上総利益 46,838 52,005

返品調整引当金戻入額 677 649

返品調整引当金繰入額 649 579

差引売上総利益 46,866 52,075

販売費及び一般管理費 58,000 48,817

営業利益又は営業損失（△） △11,133 3,258

営業外収益 

受取利息及び受取配当金 1,416 1,181

その他 3,296 419

営業外収益合計 4,712 1,600

営業外費用 

支払利息 994 1,068

貸倒引当金繰入額 1,582 69

その他 293 2,000

営業外費用合計 2,870 3,139

経常利益又は経常損失（△） △9,292 1,719

特別利益 

投資有価証券売却益 200 1,115

固定資産売却益 － 53

抱合せ株式消滅差益 155 143

関係会社整理損失引当金戻入額 － 1,760

その他 87 120

特別利益合計 443 3,193

特別損失 

投資有価証券評価損 791 115

関係会社株式評価損 2,064 1,248

関係会社出資金評価損 2,002 －

関係会社清算損失引当金繰入額 1,760 －

固定資産廃棄損 358 －

減損損失 － 2,330

その他 42 88

特別損失合計 7,019 3,783

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △15,868 1,130

法人税、住民税及び事業税 27 △296

法人税等調整額 △678 636

法人税等合計 △651 339

当期純利益又は当期純損失（△） △15,217 790
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【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27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 

 
資本準備

金 
資本剰余

金合計 
利益準備

金 

その他利益剰余金 

 
研究開発

積立金 
退職慰労

積立金 
不動産圧

縮積立金 
特別償却

準備金 
別途積立

金 
繰越利益

剰余金 

当期首残高 3,840 2,045 2,045 960 18,200 2,300 914 － 59,000 27,814

会計方針の変更による累積

的影響額     △1,318

会計方針の変更を反映した当

期首残高 
3,840 2,045 2,045 960 18,200 2,300 914 － 59,000 26,495

当期変動額     

剰余金の配当     △551

不動産圧縮積立金の積立   33  △33

不動産圧縮積立金の取崩   △56  56

特別償却準備金の積立    235 △235

特別償却準備金の取崩    △32 32

当期純利益     △15,217

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 － － － － － － △22 203 － △15,949

当期末残高 3,840 2,045 2,045 960 18,200 2,300 892 203 59,000 10,545

 

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ 

損益 
評価・換算 

差額等合計 
 

利益剰余金 

合計 

当期首残高 109,189 △12,449 102,625 6,690 1 6,692 109,317

会計方針の変更による累積

的影響額 
△1,318 △1,318   △1,318

会計方針の変更を反映した当

期首残高 
107,870 △12,449 101,306 6,690 1 6,692 107,998

当期変動額    

剰余金の配当 △551 △551   △551

不動産圧縮積立金の積立 － －   －

不動産圧縮積立金の取崩 － －   －

特別償却準備金の積立 － －   －

特別償却準備金の取崩 － －   －

当期純利益 △15,217 △15,217   △15,217

自己株式の取得  △128 △128   △128

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）  2,593 28 2,622 2,622

当期変動額合計 △15,769 △128 △15,897 2,593 28 2,622 △13,275

当期末残高 92,100 △12,577 85,409 9,284 30 9,314 94,723
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当事業年度（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 

資本剰余金 利益剰余金 

 
資本準備

金 
資本剰余

金合計 
利益準備

金 

その他利益剰余金 

 
研究開発

積立金 
退職慰労

積立金 
不動産圧

縮積立金 
特別償却

準備金 
別途積立

金 
繰越利益

剰余金 

当期首残高 3,840 2,045 2,045 960 18,200 2,300 892 203 59,000 10,545

当期変動額     

剰余金の配当     △550

不動産圧縮積立金の積立   146  △146

不動産圧縮積立金の取崩   △10  10

特別償却準備金の積立    7 △7

特別償却準備金の取崩    △41 41

当期純利益     790

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 － － － － － － 135 △34 － 138

当期末残高 3,840 2,045 2,045 960 18,200 2,300 1,027 169 59,000 10,684

 

 

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計  利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ 

 損益 
評価・換算 

差額等合計 
 

利益剰余金 

合計 

当期首残高 92,100 △12,577 85,409 9,284 30 9,314 94,723

当期変動額    

剰余金の配当 △550 △550   △550

不動産圧縮積立金の積立 － －   －

不動産圧縮積立金の取崩 － －   －

特別償却準備金の積立 － －   －

特別償却準備金の取崩 － －   －

当期純利益 790 790   790

自己株式の取得  △27 △27   △27

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）  △1,424 △96 △1,520 △1,520

当期変動額合計 240 △27 212 △1,424 △96 △1,520 △1,308

当期末残高 92,341 △12,605 85,621 7,860 △65 7,794 93,415

 


