
連結財政状態計算書（2017年３月31日現在）
科　目 当年度 前年度（ご参考）

資産の部

流動資産 1,239,214 1,273,195

現金および現金同等物 126,429 167,547

定期預金 8,662 973

営業債権およびその他の債権 566,315 564,204

その他の金融資産 276,575 272,347

たな卸資産 202,551 207,092

その他の流動資産 58,682 61,032

非流動資産 1,520,073 1,503,266

有形固定資産 271,257 276,551

のれんおよび無形資産 388,177 413,836

その他の金融資産 655,600 620,171

持分法で会計処理されている投資 563 935

その他の投資 81,579 67,084

その他の非流動資産 39,210 38,905

繰延税金資産 83,687 85,784

資産合計 2,759,287 2,776,461

（単位：百万円）

（ご参考）

現金および現金同等物
　 円高による期末換算額の減

少、期末の負債返済等によ
り、前年度末比411億円の
減少。

その他の金融資産
　 国内の事務機以外も含めた

リース事業拡大、海外のファ 
イナンスを活用した事務機
販売の拡大等により、前年
度末比396億円の増加。

のれんおよび無形資産
 カメラ事業に関わる資産の
減損、円高による期末換算
額の減少等により、前年度
末比256億円の減少。

資産合計
　 円高による期末換算額の減

少、のれんおよび無形資産
の減少等により前年度末比
171億円の減少。

連結計算書類
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科　目 当年度 前年度（ご参考）

負債の部

流動負債 806,924 806,868

社債および借入金 229,944 260,755

営業債務およびその他の債務 295,788 286,123

その他の金融負債 2,227 1,820

未払法人所得税 15,149 15,220

その他の流動負債 263,816 242,950

非流動負債 835,486 821,829

社債および借入金 629,799 592,045

その他の金融負債 2,178 3,745

退職給付に係る負債 120,725 139,049

その他の非流動負債 72,670 82,392

繰延税金負債 10,114 4,598

負債合計 1,642,410 1,628,697

資本の部

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,042,106 1,077,813

資本金 135,364 135,364

資本剰余金 186,423 186,423

自己株式 △37,318 △37,312

その他の資本の構成要素 100,194 114,914

利益剰余金 657,443 678,424

非支配持分 74,771 69,951

資本合計 1,116,877 1,147,764

負債および資本合計 2,759,287 2,776,461

（単位：百万円）

（ご参考）

社債および借入金
 リース・ファイナンスを活
用した販売拡大等に伴う有
利子負債の増加に対し、期
末の負債返済により、前年
度末比69億円の増加。

株主資本（親会社の所有者に
帰属する持分合計）
　 円高の影響による在外営業

活動体の換算差額の減少、
配当金の支払等により前年
度末比357億円の減少。
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連結損益計算書（2016年４月１日～2017年３月31日）
科　目 当年度 前年度（ご参考）

売上高 2,028,899 2,209,028
売上原価 1,240,271 1,327,064
売上総利益 788,628 881,964
販売費および一般管理費 755,393 799,406
その他の収益 4,590 19,737
その他の費用 △3,945 －
営業利益 33,880 102,295

金融収益 4,600 5,091
金融費用 △8,556 △11,757
持分法による投資損益 31 55

税引前利益 29,955 95,684
法人所得税費用 20,518 28,378
当期利益 9,437 67,306
当期利益の帰属先：

親会社の所有者 3,489 62,975
非支配持分 5,948 4,331

（単位：百万円）

（ご参考）

売上総利益
　 円高影響の他、市場環境悪

化による販売減、製品単価
下落による利益率低下等に
より、前年度比933億円の
減少。

販売費および一般管理費
　 構造改革費用、減損費用等

の一時的な費用計上はあっ
たものの、グループをあげ
て取り組んだ経費削減活
動、円高による影響もあり
前年度比440億円の減少。

その他の収益
　 前年度は営業所等の売却益

が計上されており、主にそ
の差分により、前年度比
151億円の減少。

その他の費用
　 当年度において、のれんな

どの減損損失を計上。

(注) その他の収益には固定資産売却益等が含まれております。
(注) その他の費用にはのれんの減損損失が含まれております。

（ご参考）連結包括利益計算書（2016年４月１日～2017年３月31日）
科　目 当年度 前年度

当期利益  9,437  67,306 
その他の包括利益（△損失）

純損益に振り替えられることのない項目  4,555 △6,039
確定給付制度の再測定  4,555 △6,039

純損益に振り替えられる可能性のある項目 △15,006 △39,639
売却可能金融資産の公正価値の純変動  10,746  6,457 
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動  222 △1,916
在外営業活動体の換算差額 △25,974 △44,180

その他の包括利益（△損失）計 △10,451 △45,678
当期包括利益（△損失） △1,014  21,628 
当期包括利益の帰属先：

親会社の所有者 △6,705  18,332 
非支配持分  5,691  3,296 

（単位：百万円）
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連結持分変動計算書（2016年４月１日～2017年３月31日）

資本金 資本
剰余金 自己株式

その他の
資本の

構成要素
利益

剰余金

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

非支配
持分

資本
合計

当年度期首残高 135,364 186,423 △37,312 114,914 678,424 1,077,813 69,951 1,147,764

当期利益 3,489 3,489 5,948 9,437

その他の包括利益 △10,194 △10,194 △257 △10,451

当期包括利益合計 － － － △10,194 3,489 △6,705 5,691 △1,014

自己株式の取得および売却 △6 △6 △6

配当金 △28,996 △28,996 △871 △29,867

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△4,526 4,526 － －

所有者との取引等合計 － － △6 △4,526 △24,470 △29,002 △871 △29,873

当年度期末残高 135,364 186,423 △37,318 100,194 657,443 1,042,106 74,771 1,116,877

（単位：百万円）
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連結キャッシュ・フロー計算書（2016年４月１日～2017年３月31日）

＜ご参考＞

項　目 当年度 前年度
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益 9,437 67,306
営業活動による純増額への調整
　減価償却費および無形資産償却費 106,890 107,366
　有形固定資産および無形資産の減損 5,552 ―
　のれんの減損 3,945 ―
　その他の収益 △4,590 △19,737
　持分法による投資損益 △31 △55
　金融収益および金融費用 3,956 6,666
　法人所得税費用 20,518 28,378
　営業債権およびその他の債権の増加 △12,763 △23,376
　棚卸資産の減少 1,176 9,595

リース債権の増加 △37,741 △35,683
　営業債務およびその他の債務の増加 11,992 11,992
　退職給付に係る負債の減少 △9,094 △9,107
　その他（純額） 21,099 △14,323
　利息および配当金の受取額 2,947 2,350
　利息の支払額 △8,406 △6,916
　法人所得税の支払額 △26,588 △24,598
営業活動による純増額 88,299 99,858

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却 14,893 20,997
有形固定資産の購入 △75,447 △83,778
無形資産の購入 △26,793 △28,968
有価証券の取得 △464 △799
有価証券の売却 824 3,244
定期預金の純増 △7,519 △163
事業の買収
(取得時の現金および現金同等物受入額控除後) △1,429 △5,687
その他 △10,780 △8,984
投資活動による純減額 △106,715 △104,138

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減 △35,246 △3,620
長期借入債務による調達 303,100 198,895
長期借入債務の返済 △289,452 △84,432
社債発行による調達 51,567 20,000
社債の償還 △20,000 △60,000
支払配当金 △28,996 △25,009
自己株式の取得 △7 △16
その他 △887 △3,149
財務活動による純増額 △19,921 42,669

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額 △2,781 △8,564
Ⅴ　現金および現金同等物の純増減額 △41,118 29,825
Ⅵ　現金および現金同等物の期首残高 167,547 137,722
Ⅶ　現金および現金同等物の期末残高 126,429 167,547

（単位：百万円）

（ご参考）

営業活動による
キャッシュ・フロー

 当期利益の減少等に伴い、
前年度比115億円の減少。

フリーキャッシュ・フロー
 営業活動による収入の減
少、投資活動による支出増
により、前年度比141億円
の減少。

財務活動による
キャッシュ・フロー

 長期借入債務返済等により
前年度比625億円の減少。
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