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１．平成１８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 84,836 11.0 5,143 77.1 3,718 133.8

17年3月期 76,462 9.9 2,904 182.7 1,590 394.3

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 1,570 76.1 10 10 － － 3.0 3.4 4.4

17年3月期 892 213.1 5 64 － － 1.8 1.5 2.1

（注）①持分法投資損益 18年3月期      57百万円 17年3月期      29百万円

②期中平均株式数（連結） 18年3月期 152,206,691株 17年3月期 152,326,196株

③会計処理の方法の変更  無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 112,037 52,114 46.5 342 27

17年3月期 108,000 50,992 47.2 334 69

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 152,161,767株 17年3月期 152,264,154株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期 11,677 △10,260 △915 2,413

17年3月期 7,942 △6,403 △1,642 1,825

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

　連結子会社数 8社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

　連結（新規） －社 　　（除外） －社 持分法（新規） －社 　　（除外） －社

２．平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 44,500 1,900 1,200

通　期 92,000 4,500 2,600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）15円77銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　東芝セラミックス株式会社を中心とする企業集団が営んでいる主な事業内容は、シリコンウエハー、半導体製造プロ

セス材料、アドバンストセラミックス等の製造および販売であり、これらに付帯する研究、保守、サービス等の事業活

動を展開しています。

　なお、平成18年3月31日現在、当企業集団が営んでいる主な事業内容と当社、子会社１５社（連結子会社８社、非連結

子会社７社）、関連会社２社およびその他の関係会社１社の当該事業における位置づけならびに事業の種類別セグメン

トとの関連は、次のとおりです。

［ウエハー関連事業］

　子会社の新潟東芝セラミックス㈱、徳山東芝セラミックス㈱、関川東芝セラミックス㈱において、シリコンウエハー

の製造・加工を行い、当社が販売しています。

　そのほか海外では、子会社の東芝セラミックスアメリカ社、東芝セラミックス台湾社、東セラコリア社、東芝セラ

ミックスヨーロッパ社が製品の販売を行っています。

［半導体部材関連事業］

　当社が石英ガラス製品、炭素・炭化けい素・その他製品を製造しているほか、子会社の徳山東芝セラミックス㈱、

長崎東芝セラミックス㈱および関連会社の九州クォーツ㈱において、半導体製造プロセス材料、フォトマスク基板等

の一部を生産しています。

　販売は主として当社が行い、製品の一部は子会社の東芝電興㈱が販売しています。

　そのほか海外では、東芝セラミックスアメリカ社、東セラコリア社、東芝セラミックスヨーロッパ社が製品の一部

を販売しています。

［アドバンストセラミックス事業］

　当社がアドバンストセラミックス製品を製造しているほか、子会社の長崎東芝セラミックス㈱、東海セラミックス

㈱、㈱ＳＮリフラテクチュア東海、東栄㈱、持分法適用関連会社である㈱ノリタケＴＣＦにおいて、耐火物等を製造

しています。

　販売は、当社および子会社の東海セラミックス㈱、東芝電興㈱、㈱ＳＮリフラテクチュア東海、持分法適用関連会

社である㈱ノリタケＴＣＦが行っています。

　そのほか海外では、東芝セラミックスアメリカ社が製品の一部を販売しています。

［その他の事業］

　子会社の東芝電興㈱は、映像機器等の販売を行っています。

　また、子会社の東セラマシナリ㈱において、各種生産設備等の製造、組立、保守、点検等を、子会社の電興㈱、東

セラリビング㈱において、従業員に対する福利厚生サービスを行っています。
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　以上に述べた企業集団等の概要図は次のとおりです。

　（注）非連結子会社および関連会社である九州クォーツ株式会社は、持分法非適用会社です。
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　東芝セラミックス・グループは、人間尊重を基本とし、高機能部品・材料の分野を中心に、たゆみない変革により、

豊かな価値を創造し、かけがえのない地球環境の保全につとめ、良き企業市民として、社会の発展に貢献することを

基本理念としています。

　また、以下の７項目を経営方針に据え、株主、顧客、社員、地域社会等のステークホルダーと相互に協調し、持続

的な発展を図るべく活動しています。

(1）顧客第一

　顧客満足を第一とし、お客様のニーズに合った価値ある製品・サービスを提供します。

(2）たゆみない変革

　たゆみない経営変革・技術革新を進め、グローバルに競争力のある事業を展開します。

(3）企業価値の向上

　企業価値を高め、株主を始めとして、お客様・従業員の信頼と期待に応えます。

(4）公正な企業活動

　国内外の法令やルールを遵守し、公正な企業活動を行うとともに、積極的に情報開示を行います。

(5）社会への貢献

　地球環境・資源の保護に自主的・積極的に取り組み、地域社会との協調を図り、社会の発展に貢献します。

(6）個の尊重

　従業員の自立性・創造性を尊重し、能力・成果重視の活力に満ちた風土を醸成します。

(7）グループの連携

　グループ各社は自主性を高めつつ、全体最適の視点に立って、最大限の相乗効果を発揮します。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、当該年度の業績と長期的な事業展望をふまえ、株主への安定した利益還元および内部留保の必要性等を総

合的に勘案し、利益配当の額を決定しています。

　内部留保資金については、将来の事業拡大ならびに新規事業分野への進出に備えた設備投資、急速に進展する技術

革新に対応した新技術の研究・開発等に重点的に充当し、競争力の維持・強化および強固な利益体質の構築を図るた

めの原資として活用していきます。

  なお、平成18年6月23日開催予定の当社定時株主総会において、会社法第459条第1項に基づき、剰余金の配当等を取

締役会が決定する旨の定款変更を行う予定です。これは、将来的に機動的な利益配当が実施できるよう備えておくた

めの変更であり、当面は中間配当と期末配当の年２回を基本とする方針です。 

３．目標とする経営指標

　平成17年度（平成18年3月期）を最終年とする中期経営計画において設定した業績目標は、以下のとおりです。

総資産回転率 ： 1.0以上

売上高　　　 ： 1,100億円以上

ＲＯＡ　　　 ： ５％以上

４．中長期的な会社の経営戦略

　平成15年度に策定した三ヵ年の中期経営計画に基づき、競争力のある半導体・液晶関連分野における戦略製品への

経営資源の集中と、耐火物事業の再編等による事業ポートフォリオの再構築を実行したほか、将来への布石として、

バイオ、環境・エネルギー関連分野の市場開拓を進めました。

　当連結会計年度がその最終年度に当たりますが、半導体・液晶関連以外の新分野については、計画に対して充分な

市場開拓が実現していない面があるものの、半導体・液晶関連分野の戦略製品については、ほぼ計画どおりの成果を

挙げ、業績回復の原動力となりました。

　現在策定を進めている平成18年度からの次期中期経営計画では、“マテリアルネットワークが未来を創る”という

基本コンセプトのもと、独自の成長戦略を展開すべく当社グループが目指す事業領域の再定義を行います。

５．会社の対処すべき課題

　部品・材料メーカーとして当社グループの強みを発揮させるため、平成18年4月1日付をもって、事業単位を広義

のセラミックスとシリコンの二つの事業本部に再編するとともに、全社の技術を統括し技術戦略の策定と新規事業
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の創生を行う事業開発本部を設置するなど、抜本的な組織改正を行いました。新たな組織体制のもと、部門を横断

する技術の複合化および融合化、そして保有する資産の合理的かつ有効な活用を図ります。

　当面の具体的な課題としては、急激に需要が拡大している300mmシリコンウエハーおよび関連部材の増産への対応、

液晶ディスプレイ用大型フォトマスク基板の生産性向上、そして、これまでに取り組んできた事業構造改革の仕上

げ等が挙げられます。増産および生産性向上については、市場の動向および投資効率、タイミング等を見極め、適

切な資源投入を行いこれに対処します。

６．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

親会社等 属　性
親会社等の議決権所

有割合 

親会社等が発行する株式が上場されている証

券取引所

 株式会社 東 芝

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社

41.4％

(0.3％)

㈱東京証券取引所、㈱大阪証券取引所、㈱名

古屋証券取引所、ロンドン証券取引所

 （注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数です。

(2）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本

的関係

 総合電機メーカーである株式会社東芝は、当社の議決権の41.4％を所有する筆頭株主であり、当社は同社の

持分法適用関連会社です。

　当社は、株式会社東芝の半導体部門および半導体関連事業を営むそのグループ企業に対して、半導体材料で

あるシリコンウエハーや半導体製造プロセス材料等を販売しています。

  また、当社は、株式会社東芝との間で技術面および人事面の交流を図っており、社外取締役１名が株式会社

東芝の従業員を、社外監査役１名が株式会社東芝の顧問をそれぞれ兼務しているほか、技術部門等に出向者３

名を受け入れています。

　なお、当社と株式会社東芝との間に、金銭や製造設備の賃貸借、保証・被保証与などの関係はありません。

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業

との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

 株式会社東芝は、当社の大株主であるとともに大口かつ安定的な取引先ですが、当社は独立した経営・事業

活動を行っており、東芝グループに属することによる事業上の制約は特にありません。

  また、大手半導体メーカーである株式会社東芝およびグループ企業との間で事業上のパートナー関係を構築

し、技術的・人的交流を深めることは、当社がウエハー関連事業および半導体部材関連事業を展開するうえで、

多くのメリットがあると考えています。

③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・

資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確

保に関する考え方及びそのための施策

 経営方針等の重要な意思決定を始め、研究開発、資金調達、資材購入、製品の製造・販売等のオペレーショ

ンについて、当社は独自の経営判断にて実施しており、一定の独立性を確保しています。

  なお、当社取締役９名のうち社外取締役１名が株式会社東芝の半導体部門の従業員を兼務していますが、業

界の動向等最新の情報に基づく客観的な意見を経営に取り入れることが選任の目的であり、当社の独立性の確

保を阻害するおそれはないものと認識しています。

④親会社等からの一定の独立性の確保の状況

 株式会社東芝は当社の大株主であり、同社およびグループ企業は当社の重要顧客にあたりますが、連結売上

高に占める東芝グループ向けの売上高比率は全体の約21％であり、当社は幅広い顧客・市場に対して販売を行っ

ております。
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  また、前述のとおり、株式会社東芝と当社との関係においては、当社の経営・事業活動を制約する要因はな

く、取締役会の決議をはじめとする経営の重要な意思決定プロセスにおいて独自の経営判断を妨げられる可能

性もないことから、一定の独立性は確保されています。
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３．経営成績および財政状態

１．経営成績

(1）当期の業績全般に関する分析

　当期のわが国経済は、企業収益の改善とそれに伴う設備投資の増加、雇用情勢の改善、個人消費の増加等により、

景気の回復傾向が鮮明となりました。

  当社グループの主要な需要先である半導体業界は、デジタル家電やパソコン等の民生電子機器向けの旺盛な需要

に支えられ、世界的に売上規模を拡大しました。

　このような事業環境のもと、当社グループは、半導体基板の大口径化とそれに伴う製造装置の大型化、大型液晶

ディスプレイの需要増加など、市場からの高度な要求に応える高付加価値製品の提供に注力しました。

　その結果、当連結会計年度の連結売上高は、前年度比11.0％増の848億3千6百万円、連結経常利益は、前年度比

133.8％増の37億1千8百万円となりました。

　また、連結当期純利益は、減損会計の適用による遊休資産の減損や新潟地区で発生した大規模な停電による損害

等を含む9億4千7百万円の特別損失を計上しましたが、前年度比76.1％増の15億7千万円となりました。

(2）当期のセグメント別の動向に関する分析

　当期のセグメント別の状況は次のとおりです。

＜ウエハー関連事業＞

　シリコンウエハーの需要先である半導体デバイス業界は、デジタル家電向けのフラッシュメモリー等がけん引

役となり国内、海外ともに市場が拡大しました。

　当社グループの戦略事業として強化しているアニールドウエハーは、昨年12月に新潟・山形地区で発生した大

規模な停電によるマイナス影響があったものの、300mmの高品位ウエハーを中心に売上を大きく伸ばしました。

　エピタキシャルウエハーや拡散ウエハーにつきましては、アナログ製品向けの個別半導体素子の需要が低調で

したが、車載用半導体向け製品等の拡販を行い、売上を維持しました。

　また、150mm以下の小口径ウエハーについては、中国の委託加工会社への生産移管を進めていましたが、ほぼ移

管が完了しました。

　以上の結果、ウエハー関連事業の売上は、412億2百万円と前年度比11.3％の増収となりました。

＜半導体部材関連事業＞

　半導体製造装置市場は、当年度前半まで低迷していましたが、ユーザーの生産性向上に寄与する300mmライン向

けのプロセス部材などが好調に推移しました。

  また、当社グループの戦略事業と位置づけ、積極的な投資を行い生産体制の整備を進めているフォトマスク基

板については、ＬＳＩ用、液晶ディスプレイ用ともに大幅に売上を伸ばしました。

  以上の結果、半導体部材関連事業の売上高は、317億8千4百万円と前年度比12.9％の増収となりました。

＜アドバンストセラミックス・その他事業＞

　アドバンストセラミックス製品は、耐熱部材や半導体・液晶製造装置用精密機構部品として用いられる常圧焼

結炭化けい素製品が売上を伸ばしました。

　また、半導体製造装置用ファインセラミックスおよび電子部品焼成用耐火物も伸長しました。

  その結果、アドバンストセラミックス・その他事業の売上高は、118億4千9百万円と前年度比5.0％の増収とな

りました。

２．次期の業績全般の見通し

　次期（平成19年3月期）は、原料、燃料の高騰や長期金利の上昇などが懸念されるものの、主要な需要先である半

導体・液晶関連市場の好況が持続するものとみられます。

　300mm高品位ウエハーや半導体製造装置用部材、液晶ディスプレイ用大型フォトマスク基板など、能力増強を図っ

てきた戦略製品が業績に寄与することが見込まれることから、以下のとおり連結、単独ともに増収・増益となる見

通しです。

連結の業績　　（　　）は対前期（平成18年3月期）比増減率

売 上 高　　　　　　  　92,000百万円  （8.4％増）

営業利益　　　　　 　　　5,800百万円 （12.8％増）

経常利益　　　　　 　　　4,500百万円 （21.0％増）
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当期純利益　　　　　 　　2,600百万円 （65.6％増）

単独の業績　　（　　）は対前期（平成18年3月期）比増減率

売 上 高　　　　　  　　87,000百万円  （9.7％増）

営業利益　　　　　　 　　3,800百万円 （40.2％増）

経常利益　　　　　　 　　3,300百万円 （40.3％増）

当期純利益　　　　　 　　1,900百万円（160.3％増）

３．次期のセグメント別の見通し

　平成19年3月期（平成18年度）のセグメント別の連結売上高は、以下のとおり見込んでおります。

　　　　　　（　　）は対前期（平成18年3月期）比増減率

ウエハー関連　　　　　　　　　　　　43,700百万円　（6.1％増）

半導体部材関連　　　　　　　　　　　36,000百万円 （13.3％増）

アドバンストセラミックス・その他　　12,300百万円　（3.8％増）

４．当期の利益配分に関する事項

　配当金につきましては、減損会計の適用による遊休資産の減損損失の計上により、単独の中間純利益が低水準で

あったことから中間配当を見送らせていただきましたが、期末の利益配当は、当期の業績および内部留保の必要性

等を勘案のうえ、前年度と同じく１株につき３円とさせていただきたいと存じます。
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５．財政状態

　当期末における現金及び現金同等物は、2,413百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの

要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期末における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益、減価償却費および仕入債

務が増加したことにより、11,677百万円（前期比3,735百万円増）の増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期末における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に液晶ディスプレイ用大型フォトマスク基板設備およ

びシリコンウエハー設備の投資実施による支出により、10,260百万円（前期比3,856百万円減）の減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期末における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が前期比305百万円増加したものの、ファイナンス

リースによる支出、配当金の支払等により、915百万円（前期比727百万円増）の減少となりました。

６．事業等のリスク

　当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性のある主要なリスクは、以下のとおりです。　

　当社グループは、これらのリスクを充分に認識し、可能な限りリスクを回避するため諸施策を講じるとともに、リ

スクが顕在化した場合には、その影響を最小限にとどめるよう努めています。

　なお、文中における将来に関する事項は、当期末現在の情報を元に当社グループが判断したものです。

(1) 市場変動によるリスク

　当社グループの主要な需要先である半導体業界は、短期的な好不況の振幅が大きく、半導体メーカーの生産お

よび設備投資の動向に複雑かつ不透明な要素が多いことから、関連製品の正確な需要予想は困難です。

　このため、当社グループが計画した生産量、設備投資の時期および内容と市場の動向とがリンクしない可能性

があり、経営成績に影響を及ぼすリスクがあります。 

(2) プロダクト・ポートフォリオに関するリスク

　前項のリスクを回避するため、半導体関連以外の事業分野で今後の成長が期待されるバイオ、環境・エネルギー

などの新規事業の育成に注力しています。

　これらの市場の成長率が見込みを下回る可能性があること、また、当社グループの新規製品開発や市場への参

入が計画より遅れる可能性があることから、プロダクト・ポートフォリオの改善が進まず、結果的に半導体市場

に依存する状態が継続するリスクがあります。

(3) 製品・サービスの欠陥によるリスク

　当社グループの製品は、厳しいスペックが要求される高純度、高精度の部材が大半を占めており、ユーザーの

歩留り、品質を左右するキーマテリアルとなっています。

　全ての生産拠点で国際規格に適合する品質管理システムを採用し、また万一に備え、生産物賠償責任保険を付

保していますが、当社グループの製品またはサービスに重大な欠陥が発生した場合には、取引の停止や損害賠償

等により、経営成績に影響を及ぼすリスクがあります。

(4) 自然災害のリスク

　当社グループの生産拠点は、山形、新潟、神奈川、愛知、山口、長崎に分散しており、複数の拠点が同時に被

災する可能性は低いものの、大規模な地震、台風などにより被害を受ける可能性があります。

　火災・地震保険を付保しており、直接的な損害は一定の範囲内では補填されますが、建物、生産設備、製品、

材料等の破損やそれに起因する間接的な損害が発生するリスク、また、原材料の調達や製品の出荷等物流に支障

をきたすリスクがあります。
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(5) 為替変動によるリスク

　当社グループは、世界各国において製品の販売および原材料の調達を行っており、各地域における現地通貨建

の売上、費用、資産・負債等は、円換算時の為替レートにより価格が変動します。米ドル、ユーロおよび円を含

む主要通貨間の為替レートの短期的変動による影響を最小限にとどめるため、為替予約取引を行っていますが、

中長期的な通貨変動により業績および財務状況に影響を及ぼすリスクがあります。

(6) 調達に関するリスク

　原材料や燃料価格の高騰により、製造原価が押し上げられ損益を圧迫するリスク、また、需要拡大により原材

料の量的不足が生じ、調達の遅れや生産計画に支障をきたすリスクがあります。

(7) その他のリスク

　上記各項目のほか、当社グループが事業活動を行う過程においては、環境汚染、知的財産権の侵害、各種訴訟

の提起、営業秘密・個人情報の漏洩等、多様なリスクが想定されます。
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４．連結セグメント別売上高
 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日

　　至　平成17年3月31日）
（構成比）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日

　　至　平成18年3月31日）
（構成比）

対前年度増減率

ウエハー関連
37,011,983

（48.4％）

41,202,560

（48.5％）
11.32％

半導体部材関連
28,161,397

（36.8％）

31,784,309

（37.5％）
12.87％

アドバンストセラミックス・そ

の他

11,288,807

（14.8％）

11,849,686

（14.0％）
5.0％

合　　計
76,462,188

（100.0％）

84,836,555

（100.0％）
10.95％

内訳

国　内
57,884,156

（75.7％）

64,498,576

（76.0％）
11.43％

海　外
18,578,032

（24.3％）

20,337,979

（24.0％）
9.47％

　（注）１．事業区分の方法

　当連結グループが営んでいる事業は、主として市場の類似性に基づき、「ウエハー関連」、「半導体部材

関連」および「アドバンストセラミックス・その他」にセグメンテーションしております。

２．各区分に属する主要な製品

区　分 主　要　製　品

ウエハー関連
半導体用各種シリコンウエハー（ポリッシュトウエハー、アニールドウエハー、

エピタキシャルウエハー、拡散ウエハー、ＳＯＩウエハー）

半導体部材関連
半導体製造用石英ガラス製品、同炭素・炭化けい素製品、半導体向けセラミッ

クフィルター、ＬＳＩ用フォトマスク基板、液晶ディスプレイ用フォトマスク基板

アドバンストセラミック

ス・その他

ファインセラミックス、電子部品焼成用耐火物、シリコン部材、生体適合性セ

ラミックス、鉄鋼連続鋳造用・ガラス工業用等各種定形耐火物、各種不定形耐

火物、映像・音響機器
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

 
 

前連結会計年度
（平成17年3月31日）

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,825,874   2,440,332   

２．受取手形及び売掛金   14,080,125   15,750,821   

３．たな卸資産   17,279,958   17,088,446   

４．繰延税金資産   2,129,602   1,309,718   

５．未収入金   2,767,490   3,066,720   

６．その他の流動資産   612,742   903,639   

７．貸倒引当金   △36,219   △64,239   

流動資産合計   38,659,575 35.8  40,495,439 36.1 1,835,864

Ⅱ　固定資産         

(1)有形固定資産         

１．建物及び構築物   24,079,332   24,094,086   

２．機械装置及び運搬具   25,169,807   31,707,487   

３．工具器具及び備品   913,272   883,671   

４．土地   4,488,093   4,026,819   

５．建設仮勘定   9,949,051   5,814,059   

有形固定資産合計   64,599,558 59.8  66,526,124 59.4 1,926,566

(2)無形固定資産         

ソフトウェア他   590,231   670,165   

無形固定資産合計   590,231 0.6  670,165 0.6 79,934

(3)投資その他の資産         

１．投資有価証券   592,153   700,606   

２．長期貸付金   160   －   

３．長期前払費用   125,860   71,139   

４．繰延税金資産   3,099,406   3,252,420   

５．その他の投資   505,775   441,270   

６．貸倒引当金   △179,694   △119,526   

投資その他の資産合計   4,143,661 3.8  4,345,909 3.9 202,248

固定資産合計   69,333,451 64.2  71,542,200 63.9 2,208,749

Ⅲ　繰延資産         

社債発行費   7,093 0.0  －  △7,093

繰延資産合計   7,093 0.0  －  △7,093

資産合計   108,000,120 100.0  112,037,639 100.0 4,037,519
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前連結会計年度
（平成17年3月31日）

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   10,541,343   11,660,259   

２．短期借入金   14,753,238   12,582,926   

３．一年以内返済の社債   －   2,000,000   

４．一年以内返済の長期借
入金

  3,524,000   －   

５．コマーシャルペーパー   5,000,000   5,000,000   

６．未払法人税等   623,706   593,522   

７．未払費用   3,780,396   5,044,490   

８．その他の流動負債   6,591,370   7,119,371   

流動負債合計   44,814,054 41.5  44,000,570 39.3 △813,484

Ⅱ　固定負債         

１．社債   2,000,000   －   

２．長期借入金   3,000,000   9,000,000   

３．長期未払金   549,751   －   

４．退職給付引当金   5,489,385   5,766,813   

５．役員退職慰労引当金   178,900   204,487   

固定負債合計   11,218,037 10.4  14,971,301 13.3 3,753,264

負債合計   56,032,091 51.9  58,971,872 52.6 2,939,781

（少数株主持分）         

少数株主持分   975,055 0.9  951,518 0.9 △23,537

（資本の部）         

Ⅰ　資本金   18,700,974 17.3  18,700,974 16.7 －

Ⅱ　資本剰余金   24,356,299 22.5  24,356,299 21.7 －

Ⅲ　利益剰余金   8,812,659 8.2  9,895,321 8.8 1,082,662

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   14,861 0.0  36,656 0.0 21,795

Ⅴ　為替換算調整勘定   △766,947 △0.7  △711,954 △0.6 54,993

Ⅵ　自己株式   △124,874 △0.1  △163,048 △0.1 △38,174

資本合計   50,992,972 47.2  52,114,248 46.5 1,121,276

負債、少数株主持分及び
資本合計

  108,000,120 100.0  112,037,639 100.0 4,037,519
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(2）連結損益計算書

 
 

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   76,462,188 100.0  84,836,555 100.0 8,374,367

Ⅱ　売上原価   59,361,467 77.6  64,945,489 76.6 5,584,022

売上総利益   17,100,720 22.4  19,891,066 23.4 2,790,346

Ⅲ　販売費及び一般管理費   14,195,760 18.6  14,747,179 17.3 551,419

営業利益   2,904,960 3.8  5,143,886 6.1 2,238,926

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4,730   27,679    

２．受取配当金  26,707   1,564    

３．有価証券売却益  5,673   －    

４．為替差益  175,384   －    

５．損害保険金  205,426   145,140    

６．持分法による投資利益  29,177   57,351    

７．その他の営業外収益  82,392 529,492 0.7 35,913 267,648 0.3 △261,844

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  213,963   211,216    

２．固定資産除却損  364,913   585,777    

３．たな卸資産除却損  600,240   250,846    

４．退職給付引当金繰入額  300,482   －    

５．為替差損  －   271,441    

５．その他の営業外費用  364,423 1,844,022 2.4 373,928 1,693,210 2.0 △150,812

経常利益   1,590,429 2.1  3,718,324 4.4 2,127,895

Ⅵ　特別利益         

１．土地売却益  186,533 186,533 0.2 64,592 64,592 0.1 △121,941

Ⅶ　特別損失         

１．過年度役員退職慰労引当金繰
入額

 187,659   －    

２．減損損失  －   527,467    

３．環境対策費  －   227,000    

４．災害損失  － 187,659 0.2 192,611 947,078 1.1 759,419

税金等調整前当期純利益   1,589,303 2.1  2,835,837 3.3 1,246,534

法人税、住民税及び事業税  539,845   644,101    

法人税等調整額  79,235 619,081 0.8 624,268 1,268,370 1.5 649,289

少数株主利益又は少数株主損失(△)   78,217 0.1  △3,467 △0.0 △81,684

当期純利益   892,005 1.2  1,570,935 1.8 678,930
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   24,356,299  24,356,299  

Ⅱ　資本剰余金期末残高   24,356,299  24,356,299 －

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   8,399,472  8,812,659  

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  892,005 892,005 1,570,935 1,570,935 678,930

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  457,168  456,792   

２．役員賞与  21,650 478,818 31,480 488,272 9,454

Ⅳ　利益剰余金期末残高   8,812,659  9,895,321 1,082,662

       

－ 15 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日
至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
至　平成18年3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅰ　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  1,589,303 2,835,837  

減価償却費  8,261,352 8,612,299  

売上債権の増減額（△増加額）  314,915 △1,598,694  

たな卸資産の増減額（△増加額）  △1,699,857 241,365  

仕入債務の増減額（△減少額）  △2,023,192 969,833  

その他  1,825,866 1,357,361  

小計  8,268,387 12,418,003 4,149,616

利息及び配当金の受取額  31,618 28,035  

利息の支払額  △210,716 △207,413  

法人税等の支払額  △146,727 △560,726  

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,942,561 11,677,899 3,735,338

Ⅱ　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  △8,003,936 △10,579,876  

有形固定資産の売却による収入  1,308,559 670,771  

その他  291,528 △350,964  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,403,848 △10,260,068 △3,856,220

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額（△減少額）  △2,328,008 △2,170,312  

長期借入れによる収入  3,000,000 6,000,000  

長期借入金の返済による支出  △1,079,000 △3,524,000  

その他  △1,235,443 △1,220,854  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,642,451 △915,166 727,285

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  28,210 85,293 57,083

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△減
少額）

 △75,528 587,957 663,485

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,901,402 1,825,874 △75,528

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  1,825,874 2,413,832 587,958

     

 （注）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

   （単位：千円）

 平成17年3月31日現在 平成18年3月31日現在 対前期比 

現金及び預金勘定 1,825,874 2,440,332 614,458

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 0 △26,500 △26,500

現金及び現金同等物 1,825,874 2,413,832 587,958
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数　8社

連結子会社は、「１．企業集団の状況」に記載し

ているため省略している。

１．連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数　8社

　　　　　　　　 同左

(2)主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除い

た理由

非連結子会社の名称は、「１．企業集団の状況」

の企業集団等の概要図に記載しているとおりである。

これら非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

（持分見合）及び利益剰余金（持分見合）等はいず

れも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていない。

(2)主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除い

た理由

同左

２．持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用の関連会社数　1社

　㈱ノリタケＴＣＦ

（旧 東芝セラミックスファーネス㈱）

２．持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用の関連会社数　1社

　㈱ノリタケＴＣＦ

(2)持分法を適用していない主要な非連結子会社及び関

連会社の名称及び連結の範囲から除いた理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社については、それぞれ連結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、これらの会社に対する投資につい

ては持分法を適用せず、原価法により評価している。

なお、上記の会社の名称は、「１.企業集団の状況」

の概要図に記載しているとおりである。

(2)持分法を適用していない主要な非連結子会社及び関

連会社の名称及び連結の範囲から除いた理由

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一

致している。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

…………移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処

理し、売却原価は、移動

平均法により算定）

時価のないもの……移動平均法に基づく原価

法

４．会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

同左

②　デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法

②　デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、半製品、仕掛品

…………総平均法に基づく原価法

商品、原材料、貯蔵品

…………移動平均法に基づく原価法

在外子会社については、先入先出法又は移動平

均法による低価法

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

(2)重要な減価償却資産の減価償却方法

　有形固定資産については、定率法によっている。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）、新潟東芝セラミックス㈱お

よび東芝セラミックスアメリカ社の有形固定資産

については、定額法によっている。

　無形固定資産については、定額法によっている。

ただし、ソフトウェアについては、社内における

利用可能期間による定額法によっている。

(2)重要な減価償却資産の減価償却方法

同左

(3)繰延資産の処理方法

　　社債発行費

　　　………３年間で毎期均等額を償却している。

(3)繰延資産の処理方法

同左

(4)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権および破産更生債権等については、個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してい

る。

(4)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上している。

なお、退職給付会計適用に伴う変更時差異につ

いては、一括または５年間にわたり均等償却額を

計上している。

また、過去勤務債務については、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理し、数理計算上

の差異については、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15

年）による定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理することとし

ている。

②　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上している。

 また、過去勤務債務については、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理し、数理計算上

の差異については、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15

年）による定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理することとし

ている。
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前連結会計年度
（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

　③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰

労金基準（内規）に基づく要支給額を計上している。

　　（会計方針の変更）

　役員退職慰労金は、従来支出時の費用として計上

していたが、当連結会計年度より役員退職慰労金基

準（内規）に基づく期末要支給額を役員退職慰労引

当金として計上する方法に変更している。

　この変更は、当下期において役員退職慰労金基準

（内規）が整備され、役員退職慰労金を役員の在任

期間にわたって合理的に費用配分することにより支

出年度における費用負担額の変動を回避し、期間損

益の適正化とともに財務内容の健全化を図るために

行ったものである。

　この変更により、当連結会計年度の発生額53,630

千円は販売費及び一般管理費に計上し、過年度対応

額187,659千円は特別損失に計上している。この結

果、従来の方法に比較して、営業利益及び経常利益

はそれぞれ53,630千円減少し、税金等調整前当期純

利益は178,900千円減少している。

　なお、当下期において役員退職慰労金基準（内

規）が整備されたため、当中間連結会計期間は従来

の方法によっている。当中間連結会計期間において

当連結会計年度に採用した会計処理によった場合、

当中間連結会計期間の発生額24,741千円が販売費及

び一般管理費に、過年度対応額187,659千円が特別

損失に計上され、営業利益及び経常利益はそれぞ

れ24,741千円減少し、税金等調整前中間純利益は

150,011千円減少することとなる。

　③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰

労金基準（内規）に基づく要支給額を計上している。

(5)ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしているので、特例処理を採用している。

(5)ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

借入金の金利変動リスクをヘッジするために金

利スワップを利用している。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っている。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしており、

その判定をもって有効性の判定に代えている。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっている。

(6)リース取引の処理方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

(7)消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

(7)消費税等の会計処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価については、全

面時価評価法を採用している。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定は生じていない。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

同左

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成さ

れている。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

   （固定資産の減損に係る会計基準）

　当期連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日）を適用している。

　これにより税金等調整前純利益は、516,229千円減少している。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除している。　
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで区分掲記していた「設備関係等支払

手形」（当連結会計年度末の残高は、2,879,658千円）は、

負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の５以下で

あるため、流動負債の「その他の流動負債」に含めて表示

している。

（連結貸借対照表）

　　　　　　　―――――――――――――

　　①　リース取引

　　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略している。

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

(1)株式 19,063 44,829 25,765 21,225 83,863 62,638

(2)債券 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 19,063 44,829 25,765 21,225 83,863 62,638

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

(1)株式 1,310 1,100 △210 1,310 1,260 △50

(2)債券 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 1,310 1,100 △210 1,310 1,260 △50

合　　　計 20,373 45,929 25,555 22,535 85,123 62,588

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　重要性がないため記載を省略している。

３．時価のない有価証券の主な内容

 

前連結会計年度
（平成17年3月31日）

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式

（店頭売買株式を除く）
110,710 110,710

    合　　　計 110,710 110,710

　　③　デリバティブ取引

 　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略している。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社および当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けている。

　なお、海外子会社は確定拠出型の制度を設けており、また提出会社において退職給付信託を設定している。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成17年3月31日）
当連結会計年度

（平成18年3月31日）

(1)退職給付債務（千円） △10,347,181 △10,691,198

(2)年金資産（千円） 3,547,060 5,209,238

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △6,800,120 △5,481,960

(4)未認識過去勤務債務（千円） 5,500 －

(5)未認識数理計算上の差異（千円） 1,305,235 △284,853

(6)会計基準変更時差異の未処理額（千円） － －

(7)連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6)

（千円）
△5,489,385 △5,766,813

(8)前払年金費用（千円） － －

(9)退職給付引当金(7)－(8)（千円） △5,489,385 △5,766,813

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

退職給付費用（千円） 1,200,443 928,560

(1)勤務費用（千円） 591,396 610,091

(2)利息費用（千円） 179,252 196,264

(3)期待運用収益（減算）（千円） △59,158 △65,502

(4)過去勤務債務の費用処理額（千円） 22,001 5,500

(5)数理計算上の差異の費用処理額（千円） 166,468 182,205

(6)会計基準変更時差異の費用処理額（千円） 300,482 －

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年3月31日）
当連結会計年度

（平成18年3月31日）

(1)割引率（％） 2.0 2.0 

(2)期待運用収益率（％） 0.0～3.5 0.0～3.5 

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4)過去勤務債務の額の処理年数（年） 5 5

(5)数理計算上の差異の処理年数（年） 5～15 5～15

(6)会計基準変更時差異の処理年数（年） 5 ―
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因内訳

繰延税金資産

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因内訳

繰延税金資産

賞与引当金限度超過額 789,950千円

未払事業税 122,414千円

繰越欠損金 1,738,151千円

たな卸資産評価損否認額 257,446千円

固定資産未実現利益 796,996千円

退職給与引当金超過額 3,244,038千円

役員退職慰労金引当金 72,799千円

その他 424,927千円

小計 7,446,723千円

評価性引当額 △971,815千円

繰延税金資産合計 6,474,908千円

賞与引当金限度超過額    927,899千円

未払事業税     73,652千円

繰越欠損金      883,267千円

たな卸資産評価損否認額     141,149千円

固定資産未実現利益       －千円

固定資産評価損否認額 1,035,711千円

退職給与引当金超過額    3,475,788千円

役員退職慰労金引当金 83,313千円

その他    368,904千円

小計    6,989,687千円

評価性引当額 △1,187,684千円

繰延税金資産合計   5,802,002千円

繰延税金負債 繰延税金負債

退職給付信託設定益 △632,873千円

圧縮記帳積立金 △500,186千円

特別償却準備金 △112,839千円

繰延税金負債合計 △1,245,898千円

繰延税金資産の純額 5,229,009千円

退職給付信託設定益 △632,873千円

圧縮記帳積立金 △473,965千円

特別償却準備金 △133,025千円

繰延税金負債合計 △1,239,863千円

繰延税金資産の純額    4,562,139千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異

 　　 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　　 率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

　　 るため注記を省略しております。

 　　 　　　　　　　　　同左
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年4月1日　至平成17年3月31日）

 
ウエハー関
連（千円）

半導体部材
関連
（千円）

アドバンスト

セラミック

ス・その他

（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高および営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 37,011,983 28,161,397 11,288,807 76,462,188 － 76,462,188

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
193,084 1,344,701 2,380,385 3,918,171 (3,918,171) －

計 37,205,067 29,506,098 13,669,193 80,380,359 (3,918,171) 76,462,188

営業費用 35,278,026 27,246,945 14,943,038 77,468,010 (3,910,782) 73,557,227

営業利益又は営業損失(△) 1,927,041 2,259,153 △1,273,845 2,912,349 (7,388) 2,904,960

Ⅱ　資産、減価償却費および資本

的支出
      

資産 53,409,300 37,130,812 12,145,807 102,685,919 5,314,200 108,000,120

減価償却費 4,194,516 2,892,792 1,100,533 8,187,842 － 8,187,842

資本的支出 2,932,984 2,998,235 867,397 6,798,617 － 6,798,617

当連結会計年度（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）

 
ウエハー関
連（千円）

半導体部材
関連
（千円）

アドバンスト

セラミック

ス・その他

（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高および営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 41,202,560 31,784,309 11,849,686 84,836,555 － 84,836,555

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
241,173 1,085,856 2,750,031 4,077,061 (4,077,061) －

計 41,443,733 32,870,166 14,599,718 88,913,617 (4,077,061) 84,836,555

営業費用 38,922,403 29,502,422 15,340,855 83,765,682 (4,073,012) 79,692,669

営業利益又は営業損失(△) 2,521,329 3,367,743 △741,137 5,147,935 (4,048) 5,143,886

Ⅱ　資産、減価償却費および資本

的支出
      

資産 53,212,313 42,153,549 12,007,520 107,373,383 4,664,255 112,037,639

減価償却費 4,560,556 3,076,731 928,225 8,565,513 15,078 8,580,591

資本的支出 2,919,257 8,417,251 926,116 12,262,625 △27,736 12,234,889

（注）事業区分の方法

１．当連結グループが営んでいる事業は、主として市場の類似性に基づき、「ウエハー関連」、「半導体部材関

連」、「アドバンストセラミックス・その他」にセグメンテーションしている。
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２．各区分に属する主要な製品

区分 主要製品

ウエハー関連
半導体用各種シリコンウエハー（ポリッシュトウエハー、アニールドウエ

ハー、エピタキシャルウエハー、拡散ウエハー、ＳＯＩウエハー）

半導体部材関連

半導体製造用石英ガラス製品、同炭素・炭化けい素製品、半導体向けセラミッ

クフィルター、ＬＳＩ用フォトマスク基板、液晶ディスプレイ用フォトマス

ク基板

アドバンストセラ

ミックス・その他

ファインセラミックス、電子部品焼成用耐火物、シリコン部材、生体適合性

セラミックス、鉄鋼連続鋳造用・ガラス工業用等各種定形耐火物、各種不定

形耐火物、映像・音響機器 

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年4月1日　至平成17年3月31日）及び当連結会計年度（自平成17年4月1日　至平成18

年3月31日）

　本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。

ｃ．海外売上高

  北　米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

前連結会計年度

（自　平成16年4月１日

至　平成17年3月31日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,718,061 10,089,060 3,733,224 37,686 18,578,032

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 76,462,188

Ⅲ　海外売上高の連結売上高

に占める割合（％）
6.2 13.2 4.9 0.0 24.3

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分している。

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は、次のとおりである。

(1)北　米……米国

(2)アジア……台湾、韓国、香港

(3)ヨーロッパ……ドイツ、フランス、イギリス

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

  北　米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

当連結会計年度

（自　平成17年4月１日

至　平成18年3月31日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 7,069,584 10,403,052 2,833,507 31,835 20,337,979

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 84,836,555

Ⅲ　海外売上高の連結売上高

に占める割合（％）
8.3 12.3 3.4 0.0 24.0

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分している。

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は、次のとおりである。

(1)北　米……米国

(2)アジア……台湾、韓国、香港

(3)ヨーロッパ……ドイツ、フランス、イギリス

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年4月1日　至平成17年3月31日）

(1)親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又は出
資金（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要

株主
㈱東芝

東京都

港区
274,926,268

電気機械

器具の製

造

直接

41.1％

間接

0.3％

計

41.4％

当社へ

の転籍

7名

兼任

2名

当社製

品の販

売

営業

取引

当社各

種製品

の販売

15,193,350 売掛金 6,074,225

取引条件ないし取引条件の決定方針等

１．当社製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉のうえ決定

している。

２．取引金額は、消費税等を含まない。

(2)役員及び個人主要株主等

　該当事項なし。

(3)子会社等

　該当事項なし。

(4)兄弟会社等

　該当事項なし。

当連結会計年度（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）

(1)親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又は出
資金（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要

株主
㈱東芝

東京都

港区
274,926,268

電気機械

器具の製

造

直接

41.1％

間接

0.3％

計

41.4％

当社へ

の転籍

6名

兼任

2名

当社製

品の販

売

営業

取引

当社各

種製品

の販売

14,831,219 売掛金 6,541,909

取引条件ないし取引条件の決定方針等

１．当社製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉のうえ決定

している。

２．取引金額は、消費税等を含まない。

(2)役員及び個人主要株主等

　該当事項なし。

(3)子会社等

　該当事項なし。

(4)兄弟会社等

　該当事項なし。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

１株当たり純資産額 334.69円

１株当たり当期純利益金額 5.64円

１株当たり純資産額 342.27円

１株当たり当期純利益金額 10.10円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式

が存在しないため記載していない。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式

が存在しないため記載していない。

　（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度

（自　平成16年4月1日
 至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
 至　平成18年3月31日）

当期純利益（千円） 892,005 1,570,935

普通株主に帰属しない金額（千円） 32,350 33,400

（うち利益処分による役員賞与金） (32,350) (33,400)

普通株式に係る当期純利益（千円） 859,655 1,537,535

期中平均株式数（株） 152,326,196 152,206,691

（重要な後発事象）

　退職金制度の変更について

  東芝セラミックス㈱は、従業員退職金制度について、安定経営と人事処遇制度との整合を図り、従業員のライフ

スタイルの多様化に合わせた年功的要素と能力的要素とのバランスの取れた制度にすることを目的として改定を行

い、所轄官庁の許可を受けた。

　この制度の改定は、平成18年4月1日にポイント制退職金の導入、平成18年5月1日に確定拠出年金制度の導入およ

び適格退職年金制度から確定給付年金制度への移行を主な内容としている。

　当該改定に伴い、退職給付制度の一部終了が発生するため、「退職給付制度間の移行に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）を適用する予定である。

　これにより、翌事業年度において制度終了損益（特別利益）約265百万円の計上が見込まれる。
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 （1）生産実績

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日

　　至　平成17年3月31日）
（構成比）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日

　　至　平成18年3月31日）
（構成比）

増 減

     （増減率） 

ウエハー関連
42,296,078

（49.6％）

43,954,765

（47.1％）

1,658,687

（3.9％）

半導体部材関連
30,530,073

（35.8％）

36,512,297

（39.1％）

5,982,224

（19.6％）

アドバンストセラミックス関

連・その他

12,490,277

（14.6％）

12,828,859

（13.8％）

338,582

（2.7％）

合　　計
85,316,428

（100.0％）

93,295,921

（100.0％）

7,979,493

（9.4％）

 （2）受注状況

 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日

　　至　平成17年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日

　　至　平成18年3月31日）
対前年度増減

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

ウエハー関連 38,034,005 6,618,867 44,653,371 10,069,679 6,619,366 3,450,812

半導体部材関連 29,470,392 6,195,196 34,736,954 9,147,841 5,266,562 2,952,645

アドバンストセラミッ

クス関連・その他
11,340,470 1,429,841 12,670,758 2,250,915 1,330,288 821,074

合　　計 78,844,867 14,243,904 92,061,083 21,468,435 13,216,216 7,224,531

 （3）販売実績

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年4月1日

　　至　平成17年3月31日）
（構成比）

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日

　　至　平成18年3月31日）
（構成比）

対前年度増減率

ウエハー関連
37,011,983

（48.4％）

41,202,559

（48.6％）

4,190,576

(11.3％）

半導体部材関連
28,161,397

（36.8％）

31,784,309

（37.5％）

3,622,912

(12.9％）

アドバンストセラミックス関

連・その他

11,288,808

（14.8％）

11,849,684

（13.9％）

560,876

（5.0％）

合　　計
76,462,188

（100.0％）

84,836,552

（100.0％）

8,374,364

（11.0％）

－ 28 －


