
連結貸借対照表
フィールズ株式会社及び連結子会社
2013年3月31日 及び 2014年3月31日現在

金額（百万円） 金額（千ドル）

2013年 2014年 2014年

流動資産：
　現金及び現金同等物 ¥ 23,309 ¥ 29,583 $  287,436

　受取手形及び売掛金 42,017 29,155 283,278 

　たな卸資産 2,343 3,133 30,441 

　商品化権前渡金 2,026 1,954 18,985 

　繰延税金資産 749 732 7,112 

　その他 2,305 2,395 23,270 

　貸倒引当金 (41) (34) (330)
　　流動資産合計 72,709 66,921 650,223 

有形固定資産：
　土地 6,775 7,875 76,515 

　建物及び構築物 6,336 6,291 61,125 

　工具、器具及び備品 3,862 4,143 40,254 

　機械装置及び運搬具 70 47 456 

　建設仮勘定 43 41 398 

　　計 17,086 18,397 178,750 

　減価償却累計額 (5,936) (6,293) (61,144)
　　有形固定資産合計 11,151 12,104 117,605 

投資その他の資産：
　投資有価証券̶非連結子会社及び関連会社 3,860 8,330 80,936 

　投資有価証券 7,539 7,277 70,705 

　のれん 2,177 1,905 18,509 

　繰延税金資産 847 654 6,354 

　その他 8,855 8,749 85,007 

　貸倒引当金 (514) (1,074) (10,435)
　　投資その他の資産合計 22,766 25,842 251,088 

資産合計 ¥106,628 ¥104,869 $1,018,937

表中の米ドルで表示されている金額は、日本円での表示価額（百万円）に対し、2014年3月31日現在の為替レート（1米ドル＝102.92円）を用いて換算したものです。

資産の部
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金額（百万円） 金額（千ドル）

2013年 2014年 2014年

流動負債：
　支払手形及び買掛金 ¥ 36,604 ¥ 33,105 $  321,657

　短期借入金 521 634 6,160 

　一年内返済予定長期借入債務 422 58 563 

　未払法人税等 3,931 1,959 19,034 

　賞与引当金 301 350 3,400 

　役員賞与引当金 230 230 2,234 

　その他 5,354 5,390 52,370 

　　流動負債合計 47,365 41,730 405,460 

固定負債：
　長期借入債務（一年以内に返済予定のものを除く） 109 50 485 

　退職給付引当金 531 － －
　退職給付に係る負債 － 675 6,558 

　その他 3,522 3,659 35,551 

　　固定負債合計 4,164 4,386 42,615 

純資産：
　資本金：普通株式
　　授権株式数 2013年及び2014年3月31日現在：138,800,000株
　　発行済株式数 2013年及び2014年3月31日現在：34,700,000株 7,948 7,948 77,225 

　資本剰余金
　　資本準備金 7,994 7,994 77,671 

　利益剰余金 40,835 44,548 432,841 

　自己株式　2013年及び2014年3月31日現在：1,516,200株 (1,821) (1,821) (17,693)

　その他の包括利益累計額
　　その他有価証券評価差額金 (397) (262) (2,545)
　　為替換算調整勘定 (1) (1) (9)
　　退職給付に係る調整累計額 － (126) (1,224)
　　その他の包括利益累計額合計 (398) (390) (3,789)
　少数株主持分 539 473 4,595 

　　純資産合計 55,098 58,753 570,860 

負債及び純資産合計 ¥106,628 ¥104,869 $1,018,937

表中の米ドルで表示されている金額は、日本円での表示価額（百万円）に対し、2014年3月31日現在の為替レート（1米ドル＝102.92円）を用いて換算したものです。

負債及び純資産の部
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連結包括利益計算書
フィールズ株式会社及び連結子会社
自 2012年4月1日至2013年3月31日及び
自 2013年4月1日至2014年3月31日

連結損益計算書
フィールズ株式会社及び連結子会社
自 2012年4月1日至2013年3月31日及び
自 2013年4月1日至2014年3月31日

金額（百万円） 金額（千ドル）

2013年 2014年 2014年

売上高 ¥108,141 ¥114,904 $1,116,439 
売上原価 74,862 81,092 787,912 
　売上総利益 33,279 33,812 328,527 

販売費及び一般管理費 22,964 24,020 233,385 
　営業利益 10,314 9,791 95,132 

その他の収益（費用）：
　　受取利息及び受取配当金 198 223 2,166 
　　支払利息 (18) (10) (97)
　　持分法による投資損益 (103) 384 3,731 
　　出資金償却 (531) (295) (2,866)
　　減損損失 (180) (20) (194)
　　制作中止損 (853) － －
　　貸倒引当金繰入額 － (940) (9,133)
　　その他（純額） 176 456 4,430 
　　その他の収益（費用）純額 (1,311) (204) (1,982)
　税金等調整前当期純利益 9,002 9,588 93,159 

法人税等：
　　法人税、住民税及び事業税 4,538 3,940 38,282 
　　法人税等調整額 (313) 203 1,972 
　　法人税等合計 4,224 4,143 40,254 
少数株主損益調整前当期純利益 4,778 5,444 52,895 

少数株主利益 57 74 719 
当期純利益 ¥  4,720 ¥  5,370 $   52,176 

金額（百万円） 金額（千ドル）

2013年 2014年 2014年

少数株主損益調整前当期純利益 ¥4,778 ¥5,444 $52,895

その他の包括利益（損失）：
　その他有価証券評価差額金 427 138 1,340
　為替換算調整勘定 (0) 0 0
　　その他の包括利益（損失）合計 426 138 1,340

包括利益 ¥5,204 ¥5,583 $54,246

（内訳）
　親会社株式に係る包括利益 5,147 5,505 53,488
　少数株主に係る包括利益 57 77 748

表中の米ドルで表示されている金額は、日本円での表示価額（百万円）に対し、2014年3月31日現在の為替レート（1米ドル＝102.92円）を用いて換算したものです。

金額（円） 金額（ドル）

1株当たり当期純利益：
　潜在株式調整前当期純利益 ¥142.27 ¥161.83 $1.57   

表中の米ドルで表示されている金額は、日本円での表示価額（百万円）に対し、2014年3月31日現在の為替レート（1米ドル＝102.92円）を用いて換算したものです。
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連結株主資本等変動計算書
フィールズ株式会社及び連結子会社
自 2012年4月1日至2013年3月31日及び
自 2013年4月1日至2014年3月31日

単位：株 単位：百万円

発行済
普通株式数 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の包括利益（損失）

少数
株主持分 純資産合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に 
係る 

調整累計額 

2012年4月1日現在 347,000 ¥7,948 ¥7,994 ¥37,774 ¥(1,821) ¥(824) ¥ (0) － ¥483 ¥51,555 

当期純利益 － － － 4,720 － － － － － 4,720 

配当金 － － － (1,659) － － － － － (1,659)
株式分割 34,353,000 － － － － － － － － －

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額 
（純額） － － － － － 426 (0) － 55 481 

2013年3月31日現在 34,700,000 7,948 7,994 40,835 (1,821) (397) (1) － 539 55,098 

当期純利益 － － － 5,370 － － － － － 5,370 

配当金 － － － (1,659) － － － － － (1,659)
連結範囲の変動 － － － 1 － － － － － 1 

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額 
（純額） － － － － － 135 0 (126) (65) (57)

2014年3月31日現在 34,700,000 ¥7,948 ¥7,994 ¥44,548 ¥(1,821) ¥(262) ¥(1) ¥(126) ¥473 ¥58,753 

単位：千ドル

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の包括利益（損失）

少数
株主持分 純資産合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に 
係る 

調整累計額

2013年4月1日現在 $77,225 $77,671 $396,764 $(17,693) $(3,857) $(9) － $5,237 $535,347 

当期純利益 － － 52,176 － － － － － 52,176 

配当金 － － (16,119) － － － － － (16,119)
連結範囲の変動 － － 9 － － － － － 9 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） － － － － 1,311 0 (1,224) (631) (553)
2014年3月31日現在 $77,225 $77,671 $432,841 $(17,693) $(2,545) $(9) $(1,224) $4,595 $570,860 

表中の米ドルで表示されている金額は、日本円での表示価額（百万円）に対し、2014年3月31日現在の為替レート（1米ドル＝102.92円）を用いて換算したものです。
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連結キャッシュ・フロー計算書
フィールズ株式会社及び連結子会社
自 2012年4月1日至2013年3月31日及び
自 2013年4月1日至2014年3月31日

金額（百万円） 金額（千ドル） 

2013年 2014年 2014年

営業活動によるキャッシュ・フロー：
　税金等調整前当期純利益 ¥ 9,002 ¥ 9,588 $ 93,159

　　調整項目：
　　　減価償却費 2,207 2,164 21,026 

　　　減損損失 180 20 194 

　　　のれん償却 319 323 3,138 

　　　持分法による投資損益 103 (384) (3,731)
　　　売上債権 (9,013) 13,078 127,069 

　　　仕入債務 8,488 (3,132) (30,431)
　　　その他 1,289 356 3,458 

　　　　小計 12,577 22,015 213,904 

　　　利息及び配当金の受取額 212 247 2,399 

　　　利息の支払額 (19) (10) (97)
　　　法人税等の還付額（支払額） 799 (5,929) (57,607)
　　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 13,570 16,322 158,589 

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 (1,571) (2,035) (19,772)
　無形固定資産の取得による支出 (1,741) (1,414) (13,738)
　関係会社への出資による支出 (412) (4,209) (40,895)
　貸付けによる支出 (1,891) (930) (9,036)
　その他 (646) 571 5,547 

　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー (6,263) (8,018) (77,905)

財務活動によるキャッシュ・フロー：
　短期借入金の増減（純額） 70 113 1,097 

　長期借入債務の返済による支出 (780) (422) (4,100)
　配当金の支払額 (1,658) (1,657) (16,099)
　その他 90 (52) (505)
　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー (2,277) (2,018) (19,607)

現金及び現金同等物に係る換算差額 (3) 0 0 

現金及び現金同等物の増減額 5,025 6,284 61,057 

現金及び現金同等物の期首残高 18,284 23,309 226,476 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 － (10) (97)
現金及び現金同等物の期末残高 ¥23,309 ¥29,583 $287,436 

表中の米ドルで表示されている金額は、日本円での表示価額（百万円）に対し、2014年3月31日現在の為替レート（1米ドル＝102.92円）を用いて換算したものです。

本レポートの連結財務諸表は、監査済みの英文連結財務諸表の一部を和訳したものであり、未監査です。財務状況に関する詳しい情報については、
英文版アニュアルレポートもしくは有価証券報告書をご参照ください。
なお、英文版アニュアルレポート及び有価証券報告書に記載されている連結財務諸表に対しては、いずれも無限定適正意見が表明されています。
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