
（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間
（要約四半期連結損益計算書)

（単位：百万円） 

注記番号
前第３四半期累計

（自 2017年 4月 1日
至 2017年12月31日）

 
 

当第３四半期累計
（自 2018年 4月 1日
至 2018年12月31日）

継続事業

売上収益 2,926,372 2,811,862

売上原価 △2,144,188 △2,083,533

売上総利益 782,184 728,329

販売費及び一般管理費 △750,730 △713,465

その他の損益 7,075 51,678

営業利益 38,529 66,542

金融収益 35,459 11,199

金融費用 △4,054 △3,332

持分法による投資利益 2,461 16,949

継続事業からの税引前四半期利益 72,395 91,358

法人所得税費用 △18,831 △34,208

継続事業からの四半期利益 53,564 57,150

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 9,231 －

四半期利益 62,795 57,150

四半期利益の帰属：

親会社の所有者 55,430 51,459

非支配持分 7,365 5,691

合計 62,795 57,150

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 270.33 251.85

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 270.31 251.78

継続事業からの１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 236.10 251.85

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 236.07 251.78

（要約四半期連結包括利益計算書）
（単位：百万円） 

注記番号
前第３四半期累計

（自 2017年 4月 1日
至 2017年12月31日）

 
 

当第３四半期累計
（自 2018年 4月 1日
至 2018年12月31日）

四半期利益 62,795 57,150

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定される金融資産

－ △10,578

確定給付制度の再測定 83,862 △11,604

83,862 △22,182
純損益にその後に振り替えられる可能性の
ある項目
在外営業活動体の換算差額 3,758 △7,315

キャッシュ・フロー・ヘッジ △13 △11

売却可能金融資産 △7,105 －

持分法適用会社のその他の包括利益持分 1,278 △686

△2,082 △8,012

  税引後その他の包括利益 81,780 △30,194

四半期包括利益 144,575 26,956 

四半期包括利益の帰属：

親会社の所有者 134,381 21,537 

非支配持分 10,194 5,419 

合計 144,575 26,956 
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第３四半期連結会計期間
（要約四半期連結損益計算書）

（単位：百万円） 

注記番号
前第３四半期

（自 2017年10月 1日
至 2017年12月31日）

 
 

当第３四半期
（自 2018年10月 1日
至 2018年12月31日）

継続事業

売上収益 1,003,132 977,318

売上原価 △741,851 △721,829

売上総利益 261,281 255,489 

販売費及び一般管理費 △250,343 △236,398

その他の損益 △411 △47,824

営業利益 10,527 △28,733

金融収益 3,623 2,416

金融費用 △1,487 △1,774

持分法による投資利益 393 2,238

継続事業からの税引前四半期利益 13,056 △25,853

法人所得税費用 △4,154 △3,131

継続事業からの四半期利益 8,902 △28,984

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 6,412 － 

四半期利益 15,314 △28,984

四半期利益の帰属：

親会社の所有者 11,958 △29,672

非支配持分 3,356 688

合計 15,314 △28,984

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 58.32 △145.67

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 58.31 △145.68

継続事業からの１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 31.27 △145.67

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 31.26 △145.68

（要約四半期連結包括利益計算書）
（単位：百万円） 

注記番号
前第３四半期

（自 2017年10月 1日
至 2017年12月31日）

 
 

当第３四半期
（自 2018年10月 1日
至 2018年12月31日）

四半期利益 15,314 △28,984

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

－ △17,463

確定給付制度の再測定 45,495 △25,616

45,495 △43,079
純損益にその後に振り替えられる可能性の
ある項目

在外営業活動体の換算差額 △280 △7,159

キャッシュ・フロー・ヘッジ △49 △5

売却可能金融資産 7,344 －

持分法適用会社のその他の包括利益持分 1,108 △783

8,123 △7,947

  税引後その他の包括利益 53,618 △51,026

四半期包括利益 68,932 △80,010

四半期包括利益の帰属：

親会社の所有者 64,683 △79,986

非支配持分 4,249 △24

合計 68,932 △80,010
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