
３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 180,430 182,835 

受取手形及び売掛金 344,221 303,875 

リース債権及びリース投資資産 19,166 17,992 

有価証券 2,000 32,000 

たな卸資産 22,645 46,479 

繰延税金資産 27,518 25,849 

その他 76,344 77,380 

貸倒引当金 △3,120 △3,081 

流動資産合計 669,206 683,331 

固定資産    

有形固定資産    

データ通信設備（純額） 92,656 83,487 

建物及び構築物（純額） 94,475 92,647 

機械装置及び運搬具（純額） 19,474 18,966 

工具、器具及び備品（純額） 15,129 16,661 

土地 50,209 52,687 

建設仮勘定 36,142 39,140 

その他（純額） 4,609 4,244 

有形固定資産合計 312,697 307,835 

無形固定資産    

ソフトウエア 260,458 252,639 

ソフトウエア仮勘定 48,638 51,165 

のれん 177,536 176,558 

その他 75,543 71,526 

無形固定資産合計 562,177 551,890 

投資その他の資産    

投資有価証券 46,085 47,352 

退職給付に係る資産 1,331 1,733 

繰延税金資産 61,239 56,752 

その他 37,932 38,613 

貸倒引当金 △730 △722 

投資その他の資産合計 145,858 143,728 

固定資産合計 1,020,733 1,003,454 

資産合計 1,689,940 1,686,786 
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    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 97,837 80,024 

短期借入金 66,387 45,806 

1年内返済予定の長期借入金 1,950 1,443 

1年内償還予定の社債 － 39,998 

未払法人税等 22,490 9,403 

前受金 151,781 145,522 

受注損失引当金 4,609 4,785 

その他 109,657 110,979 

流動負債合計 454,714 437,964 

固定負債    

社債 250,040 210,047 

長期借入金 87,298 138,872 

繰延税金負債 20,952 21,210 

退職給付に係る負債 145,653 136,754 

役員退職慰労引当金 919 800 

その他 20,543 21,290 

固定負債合計 525,407 528,976 

負債合計 980,121 966,940 

純資産の部    

株主資本    

資本金 142,520 142,520 

資本剰余金 139,300 139,300 

利益剰余金 384,922 391,719 

株主資本合計 666,742 673,539 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 2,872 3,595 

繰延ヘッジ損益 38 △205 

為替換算調整勘定 35,056 38,043 

退職給付に係る調整累計額 △10,224 △10,984 

その他 △17,661 △16,476 

その他の包括利益累計額合計 10,081 13,971 

少数株主持分 32,993 32,334 

純資産合計 709,818 719,845 

負債純資産合計 1,689,940 1,686,786 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

（第２四半期連結累計期間）

    (単位：百万円) 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 613,003 695,866 

売上原価 488,191 535,553 

売上総利益 124,812 160,313 

販売費及び一般管理費 122,186 138,299 

営業利益 2,626 22,013 

営業外収益    

受取利息 266 460 

受取配当金 927 1,040 

為替差益 2,268 - 

その他 1,837 1,813 

営業外収益合計 5,299 3,313 

営業外費用    

支払利息 2,726 2,842 

損害賠償金 2,712 189 

その他 1,149 2,753 

営業外費用合計 6,587 5,785 

経常利益 1,337 19,541 

特別損失    

関係会社再編損 1,544 － 

特別損失合計 1,544 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
△206 19,541 

法人税等 3,425 11,919 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△3,631 7,622 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 126 493 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,757 7,128 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 126 493 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△3,631 7,622 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 1,602 687 

繰延ヘッジ損益 △448 △243 

為替換算調整勘定 11,933 2,951 

年金債務調整額 141 － 

退職給付に係る調整額 － △734 

持分法適用会社に対する持分相当額 43 △87 

その他 △1,792 1,185 

その他の包括利益合計 11,479 3,758 

四半期包括利益 7,847 11,380 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 7,452 11,018 

少数株主に係る四半期包括利益 395 361 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    (単位：百万円) 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
△206 19,541 

減価償却費 67,530 73,960 

固定資産除却損 2,152 3,120 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,922 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 4,753 

支払利息 2,726 2,842 

売上債権の増減額（△は増加） 76,649 40,626 

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,344 △23,889 

仕入債務の増減額（△は減少） △17,484 △12,140 

前受金の増減額（△は減少） △2,699 △6,034 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,187 161 

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,250 2,921 

その他 1,916 2,105 

小計 128,100 107,969 

利息及び配当金の受取額 1,192 1,500 

利息の支払額 △2,802 △2,631 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △22,899 △21,541 

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,591 85,296 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △27,740 △28,071 

無形固定資産の取得による支出 △36,965 △41,725 

投資有価証券の取得による支出 △6,080 △308 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△2,918 △3,346 

定期預金の純増減額（△は増加） △2,753 △6,453 

その他 2,979 308 

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,480 △79,596 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

社債の発行による収入 24,905 － 

社債の償還による支出 △50,030 － 

長期借入れによる収入 25,196 53,193 

長期借入金の返済による支出 △1,487 △525 

短期借入金の純増減額（△は減少） △313 △20,170 

リース債務の返済による支出 △1,301 △1,001 

配当金の支払額 △8,415 △8,419 

少数株主からの株式買取りによる支出 △1,437 △274 

その他 △366 △1,080 

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,249 21,722 

現金及び現金同等物に係る換算差額 479 △1,433 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,340 25,989 

現金及び現金同等物の期首残高 176,963 207,213 

現金及び現金同等物の四半期末残高 194,304 233,202 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月18日

定時株主総会
普通株式 8,415百万円 30円 平成26年３月31日 平成26年６月19日 利益剰余金
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