
（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 3,172,057 3,120,064 

売上原価 2,316,320 2,288,185 

売上総利益 855,737 831,879 

販売費及び一般管理費 845,488 828,312 

営業利益 10,249 3,567 

営業外収益   

受取利息 2,107 1,405 

受取配当金 2,926 2,062 

持分法による投資利益 1,822 2,151 

為替差益 － 4,201 

雑収入 6,020 5,593 

営業外収益合計 12,875 15,412 

営業外費用   

支払利息 7,078 5,310 

為替差損 4,334 － 

固定資産廃棄損 1,424 1,452 

雑支出 7,970 6,710 

営業外費用合計 20,806 13,472 

経常利益 2,318 5,507 

特別利益   

負ののれん発生益 － 199 

特別利益合計 － 199 

特別損失   

事業構造改善費用 2,743 ※1  59,138 

減損損失 － ※2  28,049 

災害による損失 7,529 － 

退職給付制度の移行に伴う損失 717 － 

特別損失合計 10,989 87,187 

税金等調整前四半期純損失（△） △8,671 △81,481 

法人税、住民税及び事業税 12,877 10,675 

法人税等調整額 △18,055 △3,926 

法人税等合計 △5,178 6,749 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,493 △88,230 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,933 1,897 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,440 △90,127 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年 4月 1日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,493 △88,230 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,681 1,736 

繰延ヘッジ損益 △2 △314 

土地再評価差額金 72 － 

為替換算調整勘定 △17,577 8,405 

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,538 △60 

その他の包括利益合計 △23,726 9,767 

四半期包括利益 △27,219 △78,463 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,979 △81,064 

少数株主に係る四半期包括利益 △6,240 2,601 
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（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年10月 1日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成24年10月 1日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,079,740 1,048,251 

売上原価 797,904 776,540 

売上総利益 281,836 271,711 

販売費及び一般管理費 278,638 275,834 

営業利益又は営業損失（△） 3,198 △4,123 

営業外収益   

受取利息 677 475 

受取配当金 487 582 

持分法による投資利益 － 888 

為替差益 2,369 6,209 

雑収入 3,227 2,460 

営業外収益合計 6,760 10,614 

営業外費用   

支払利息 2,233 1,579 

持分法による投資損失 306 － 

固定資産廃棄損 719 439 

雑支出 2,351 1,888 

営業外費用合計 5,609 3,906 

経常利益 4,349 2,585 

特別損失   

事業構造改善費用 2,743 59,138 

減損損失 － 28,049 

特別損失合計 2,743 87,187 

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（△）

1,606 △84,602 

法人税、住民税及び事業税 1,558 1,374 

法人税等調整額 5,347 △7,194 

法人税等合計 6,905 △5,820 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,299 △78,782 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △965 286 

四半期純損失（△） △4,334 △79,068 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年10月 1日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成24年10月 1日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,299 △78,782 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △868 6,376 

繰延ヘッジ損益 14 △288 

土地再評価差額金 72 － 

為替換算調整勘定 1,002 18,019 

持分法適用会社に対する持分相当額 953 1,216 

その他の包括利益合計 1,173 25,323 

四半期包括利益 △4,126 △53,459 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,267 △55,496 

少数株主に係る四半期包括利益 △859 2,037 
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