
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（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22年4月 1日 
 至 平成22年9月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年4月 1日 
 至 平成23年9月30日) 

売上高 2,147,452 2,092,317

売上原価 1,545,885 1,518,416

売上総利益 601,567 573,901

販売費及び一般管理費 554,407 566,850

営業利益 47,160 7,051

営業外収益   

受取利息 1,683 1,430

受取配当金 2,530 2,439

持分法による投資利益 2,255 2,128

雑収入 5,776 2,951

営業外収益合計 12,244 8,948

営業外費用   

支払利息 6,622 4,845

為替差損 10,233 6,703

固定資産廃棄損 3,503 705

雑支出 7,632 5,777

営業外費用合計 27,990 18,030

経常利益又は経常損失（△） 31,414 △2,031

特別利益   

投資有価証券売却益 8,164 －

負ののれん発生益 1,140 －

特別利益合計 9,304 －

特別損失   

災害による損失 － 7,529

退職給付制度の移行に伴う損失 － 717

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,113 －

減損損失 1,250 －

特別損失合計 5,363 8,246

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（△）

35,355 △10,277

法人税、住民税及び事業税 10,805 11,319

法人税等調整額 3,144 △23,402

法人税等合計 13,949 △12,083

少数株主損益調整前四半期純利益 21,406 1,806

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,317 △3,968

四半期純利益 19,089 5,774
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年4月 1日 
 至 平成22年9月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年4月 1日 
 至 平成23年9月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 21,406 1,806

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,371 △3,813

繰延ヘッジ損益 67 △16

為替換算調整勘定 △15,789 △18,579

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,279 △2,491

その他の包括利益合計 △22,372 △24,899

四半期包括利益 △966 △23,093

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,948 △17,712

少数株主に係る四半期包括利益 982 △5,381
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（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年7月 1日 
 至 平成22年9月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年7月 1日 
 至 平成23年9月30日) 

売上高 1,100,192 1,106,246

売上原価 786,722 796,912

売上総利益 313,470 309,334

販売費及び一般管理費 276,314 285,144

営業利益 37,156 24,190

営業外収益   

受取利息 839 680

受取配当金 241 53

持分法による投資利益 1,455 118

雑収入 1,846 1,555

営業外収益合計 4,381 2,406

営業外費用   

支払利息 3,166 2,382

為替差損 5,527 4,496

固定資産廃棄損 2,897 503

雑支出 4,610 2,396

営業外費用合計 16,200 9,777

経常利益 25,337 16,819

特別利益   

投資有価証券売却益 7,600 －

特別利益合計 7,600 －

特別損失   

退職給付制度の移行に伴う損失 － 717

特別損失合計 － 717

税金等調整前四半期純利益 32,937 16,102

法人税、住民税及び事業税 7,557 7,678

法人税等調整額 6,663 △16,720

法人税等合計 14,220 △9,042

少数株主損益調整前四半期純利益 18,717 25,144

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,269 △1,034

四半期純利益 17,448 26,178
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年7月 1日 
 至 平成22年9月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年7月 1日 
 至 平成23年9月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 18,717 25,144

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,192 △4,288

繰延ヘッジ損益 4 2

為替換算調整勘定 △463 △15,520

持分法適用会社に対する持分相当額 △824 △1,824

その他の包括利益合計 △3,475 △21,630

四半期包括利益 15,242 3,514

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14,198 5,643

少数株主に係る四半期包括利益 1,044 △2,129
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