
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 691,223 689,065

売上原価 568,966 543,557

売上総利益 122,257 145,507

販売費及び一般管理費 121,332 133,590

営業利益 924 11,917

営業外収益   

受取利息 265 253

受取配当金 2,600 2,660

負ののれん償却額 120 347

持分法による投資利益 2,066 2,144

その他 2,330 1,045

営業外収益合計 7,383 6,450

営業外費用   

支払利息 6,993 5,585

コマーシャル・ペーパー利息 278 2

為替差損 － 4,390

その他 1,574 1,162

営業外費用合計 8,846 11,141

経常利益又は経常損失（△） △537 7,225

特別利益   

固定資産売却益 4,056 232

投資有価証券売却益 295 30,760

子会社株式売却益 － 539

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 5,854 －

その他 34 －

特別利益合計 10,241 31,531

特別損失   

固定資産処分損 898 923

投資有価証券評価損 257 2,863

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,270

生産拠点等統合費用 － 1,600

事業構造改革費用 16,474 －

減損損失 － 1,269

その他 500 3,382

特別損失合計 18,130 12,310

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△8,427 26,447

法人税、住民税及び事業税 4,098 3,373

法人税等調整額 △17,476 6,829

法人税等合計 △13,378 10,202

少数株主損益調整前当期純利益 － 16,245

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,806 1,141

当期純利益 6,757 15,104
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 16,245

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △33,111

繰延ヘッジ損益 － △108

為替換算調整勘定 － △3,004

持分法適用会社に対する持分相当額 － △9

その他の包括利益合計 － △36,234

包括利益 － △19,988

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △20,763

少数株主に係る包括利益 － 775
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 47,586 47,586

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 47,586 47,586

資本剰余金   

前期末残高 46,734 46,734

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 46,734 46,734

利益剰余金   

前期末残高 34,850 42,010

当期変動額   

剰余金の配当 － △2,501

当期純利益 6,757 15,104

連結範囲の変動 49 56

持分法の適用範囲の変動 352 △291

当期変動額合計 7,159 12,367

当期末残高 42,010 54,378

自己株式   

前期末残高 △7,088 △7,095

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △11

自己株式の処分 1 1

当期変動額合計 △6 △10

当期末残高 △7,095 △7,106

株主資本合計   

前期末残高 122,083 129,235

当期変動額   

剰余金の配当 － △2,501

当期純利益 6,757 15,104

自己株式の取得 △8 △11

自己株式の処分 0 1

連結範囲の変動 49 56

持分法の適用範囲の変動 352 △291

当期変動額合計 7,152 12,357

当期末残高 129,235 141,592
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10,751 52,985

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,233 △33,089

当期変動額合計 42,233 △33,089

当期末残高 52,985 19,895

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △60 110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 171 △106

当期変動額合計 171 △106

当期末残高 110 4

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,431 △3,464

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,032 △2,672

当期変動額合計 △1,032 △2,672

当期末残高 △3,464 △6,136

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 8,258 49,631

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,372 △35,868

当期変動額合計 41,372 △35,868

当期末残高 49,631 13,762

少数株主持分   

前期末残高 15,771 17,267

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,496 2,312

当期変動額合計 1,496 2,312

当期末残高 17,267 19,580

純資産合計   

前期末残高 146,113 196,134

当期変動額   

剰余金の配当 － △2,501

当期純利益 6,757 15,104

自己株式の取得 △8 △11

自己株式の処分 0 1

連結範囲の変動 49 56

持分法の適用範囲の変動 352 △291

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,868 △33,555

当期変動額合計 50,020 △21,198

当期末残高 196,134 174,935
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