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上場会社名 共立マテリアル株式会社                 上場取引所 名 
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（ＵＲＬ  http://www.kyoritsu-kcm.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 堀口 隆 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役   氏名 杉山 昭     ＴＥＬ(052)661-3180 
決算取締役会開催日 平成18年5月17日 
親会社等の名称 株式会社ノリタケカンパニーリミテド（コード番号：5331）  
親会社等における当社の議決権所有比率  54.0％      米国会計基準採用の有無   無  
 
１．18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 (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 10,528 △5.9 1,031 △18.7 1,033 △17.9

17年3月期 11,193 2.1 1,269 38.7 1,260 42.1

 

 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 633 △18.8 31.15 - 5.1 5.9 9.8

17年3月期 780 45.4 38.44 - 6.8 7.3 11.3

(注) ①持分法投資損益       18年3月期     -百万円    17年3月期       -百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18年3月期   20,213,766株   17年3月期   20,222,396株 
     ③会計処理の方法の変更   有 
      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 
 

(2)連結財政状態 (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 17,373 13,246 76.2 655.23

17年3月期 17,467 11,838 67.8 585.37

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年3月期 20,209,810株    17年3月期 20,218,657株 
 

(3)連結キャッシュ･フローの状況 (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 735 108 △2,175 4,056

17年3月期 1,210 119 △143 5,386

 
(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 3社 持分法適用非連結子会社数 -社 持分法適用関連会社数 -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 

 
２．19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 5,300 500 310

通  期 10,700 1,100 670

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  33円15銭 
 

 

※ 上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異な
る結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、決算短信（連結）添付資料3頁をご参照ください。 
  上記記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しています。 
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１．企業集団の状況 

当社は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの子会社であります。 

当社の企業集団は、当社及び子会社４社（内連結子会社３社）で構成され、窯業原料の採掘、精製、売買、輸

出入及び電子部品用セラミック原料の製造販売を主な内容とした事業活動を行っております。 

事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

（親会社） 

株式会社 

ノリタケカンパニーリミテド 

 

得 意 先 

 
   

 

 

 （非連結子会社） 

台湾共立股份有限公司 

 
                                     営業活動業務委託 

 

 

共立マテリアル株式会社 

 

 
        電子部品用セラミック粉末    不動産賃貸 

 

（連結子会社） 

株式会社 

キヨリックス三重 

    （連結子会社） 

共立不動産株式会社

 

 
（連結子会社） 

九州パーミス株式会社 

 

                                       （現在休業中） 

         商品・製品の流れ 

 

２．経営方針 

(1)経営の基本方針 

 ① 信頼にもとづき、株主、顧客、仕入先、従業員その他の関係者と共存・共栄を図ってまいります。 

 ② 顧客のニーズに最適な商品を、品質、量、価格すべての面で安定的に供給するよう努力してまいります。 

 ③ 優れた商品・優れた技術の開発を通して、環境保全に努めるとともに、顧客、社会に貢献してまいります。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する安定配当の継続を基本とするとともに、企業体質の強化を図るため内部留保に努

めてまいります。 

内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図りながら、設備投資や将来の成長につながる新商品・新技

術の研究開発投資に充当いたします。 

 

(3)中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 ① 成長が期待できる電子部品関連事業を中心に経営資源を重点的に投下し、同事業の売上構成比を会社全体

の過半とすることを目指します。 

 ② 経営資源を積極的に投入し、新商品開発を促進してまいります。 

 ③ 陶磁器・ガラス関連業界の顧客の事業内容の変化に対応した商品を速やかに提供してまいります。 

 ④ 国内ユーザーの中国・東南アジア等への展開に対応し、同地域への販売を拡大・強化いたします。 
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(4)親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

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 

 当社は、親会社である株式会社ノリタケカンパニーリミテドの企業グループのうち、セラミック・マテリア

ル部門に属しております。 

 当社の役員１１名中、株式会社ノリタケカンパニーリミテドの出身者又は役員兼務者は５名であります。 

 ③親会社等との取引に関する事項 

取引に重要性がありませんので記載を省略しております。 

 

３．経営成績 

(1)当期の概況 

 当連結会計年度は、本年１０月に創立７０周年を迎えるにあたり、当社グループのさらなる業績の飛躍に向け

て、事業活動全般にわたる効率化、積極的な営業活動の推進および新商品の開発に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、当社事業を取り巻く経済環境のさらなるグローバル化にともない、国内外における競争はます

ます激化いたしました。その影響もあって、当社は販売価格の低下等苦戦を強いられました。 

 この様な状況下、当連結会計年度の売上高は、１０５億２千８百万円（前期比５．９％減）、経常利益は１０

億３千３百万円（前期比１７．９％減）、当期純利益は６億３千３百万円（前期比１８．８％減）といずれも好

調だった前期を下回る結果となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。 

 

 ＜セラミック原料事業＞ 

 陶磁器原料については、国内食器、衛生陶器向けは引き続き低調に推移したものの、東南アジアを中心とする

海外顧客への拡販と一部国内原料のスポット的な販売により売上高は増加しました。 

 ガラス原料については、液晶パネル用ガラス基板原料が顧客の増産にともなって売上げ増となりましたが、ブ

ラウン管用原料の大幅な落ち込みに加え光学ガラスの生産調整の影響もあり、ガラス原料全体では売上げ減とな

りました。 

 ファインセラミックス原料については、ジルコニア等の構造材が横這いにとどまったものの、発熱体原料の海

外販売が伸び、売上げは若干増加しました。 

 この結果、セラミック原料事業の売上高は６８億３千４百万円、前期比２．１％減となりました。 

 

 ＜電子部材事業＞ 

 電子部品業界を主要顧客とする本事業においては、電子部品の一層の小型化による原料使用量の減少などの影

響もあり、当社の電子部品向け原料の出荷は顧客業界の好調さと異なった動きとなりました。 

 なかでもセラミックコンデンサー用原料では、従来品が価格競争に巻き込まれたために売上げを落としました。

その売上げ減は新規開発の高品位商品の投入によってもカバーすることができず、減収となりました。 

 このような市場環境下、当社は、コストダウンによる価格対応および非セラミックコンデンサー市場への拡販

に努めましたが、電子部材事業の売上高は３６億９千３百万円、前期比１２．３％減となりました。 

 

所在地別セグメントの業績については、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないた

め記載しておりません。 

上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)次期の見通し 

 当社グループの平成１９年３月期においては、さらなる生産性の向上による競争力の維持、新開発商品の積極

的拡販および原料供給源の確保に努め、収益の向上を図ってまいる所存です。 

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券が上場されてい

る証券取引所等 

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 親会社 54.0% 
株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部
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通期の連結業績につきましては、売上高１０７億円（前期比１．６％増）、経常利益１１億円（前期比６．４％

増）、当期純利益６億７千万円（前期比５．７％増）を見込んでおります。 

 

４．財政状態 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、昨年９月末に長期借入金２０億円を返済したこともあって

大きく減少し４０億５千６百万円となりました。前期末と比較して１３億２千９百万円減少しております。当連

結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次の通りであります。 

 ＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動により得られた資金は７億３千５百万円となり、前期に比べ４億７千５百万円減少いたしました。主

な要因は、税金等調整前当期純利益１０億３千８百万円（前期比２億３千万円減）、仕入債務の増加６千９百万

円（前期比２億３千５百万円増）及び法人税等の支払い５億５千３百万円（前期比７千９百万円減）であります。 

 ＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動により得られた資金は、１億８百万円となり前期に比べ１千万円減少いたしました。主な要因は、遊

休土地等の売却による収入１億７千７百万円及び有形固定資産の取得による支出６千８百万円であります。 

 ＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動により減少した資金は、２１億７千５百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支

出２０億円及び株主配当金の支払い１億７千１百万円であります。 

 

 キャッシュ・フロー指標 

 
平成14年 

3月期 

平成15年 

3月期 

平成16年 

3月期 

平成17年 

3月期 

平成18年 

3月期 

自己資本比率(%) 61.1 66.6 66.0 67.8 76.2

時価ベースの自己資本

比率(%) 
29.7 27.4 36.5 46.1 61.7

債務償還年数(年) － 2.0 1.2 1.7 －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
－ 19.6 37.4 26.9 24.3

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上される「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

 

５．事業等のリスク 

 セラミック原料事業につきましては、陶磁器原料、ガラス原料ともに顧客における製造拠点の海外移転に伴う

原料の調達切り替えが一部に見られ、当社グループ業績はその海外移転の進行度合いに大きく影響を受ける可能

性があります。 

 電子部材事業につきましては、関連する電子部品業界は、好・不況の起伏が激しく、当社グループ業績もその

動向に強く影響を受け大きく変動する可能性があります。また、電子部品の小型化による原料使用量の減少や海

外市場を中心とした安価品との競合による販売価格の下落も当社グループ業績に影響を与える可能性がありま

す。 

 両事業において海外への輸出比率が年々高まっており、為替の変動による当社グループ業績への影響が大きく

なってきております。 

 

 なお、上記判断は当連結会計年度末において判断したものであります。 



連結貸借対照表

（単位　百万円：未満切捨）

期別 当連結会計年度 前連結会計年度 対前期比

科目 (18.3.31) (17.3.31) 増 △ 減

資産の部

流動資産 9,989 11,383 △ 1,394 

現金及び預金 4,436 5,766 △ 1,329 

受取手形及び売掛金 3,343 3,351 △ 7 

たな卸資産 2,040 2,057 △ 16 

繰延税金資産 137 163 △ 25 

その他 33 48 △ 14 

貸倒引当金 △ 3 △ 3 0 

固定資産 7,384 6,084 1,300 

有形固定資産 3,687 3,978 △ 291 

建物及び構築物 908 986 △ 77 

機械装置及び運搬具 539 628 △ 89 

土地 2,141 2,268 △ 126 

その他 97 95 1 

無形固定資産 9 11 △ 2 

投資その他の資産 3,687 2,093 1,593 

投資有価証券 3,678 2,084 1,593 

繰延税金資産 3 2 0 

その他 6 9 △ 3 

貸倒引当金 △ 0 △ 3 3 

資産合計 17,373 17,467 △ 94 

負債の部

流動負債 　 2,416 4,538 △ 2,122 

支払手形及び買掛金 1,967 1,897 69 

一年内返済予定長期借入金 - 2,000 △ 2,000 

未払法人税等 181 328 △ 147 

その他 268 312 △ 44 

固定負債 1,710 1,090 620 

繰延税金負債 1,081 469 612 

退職給付引当金 507 515 △ 7 

役員退職引当金 121 105 15 

負債合計 4,127 5,629 △ 1,501 

少数株主持分 - - - 

資本の部

資本金 2,387 2,387 - 

資本剰余金 1,711 1,711 - 

利益剰余金 7,205 6,746 458 

その他有価証券評価差額金 1,953 1,000 953 

自己株式 △ 11 △ 7 △ 4 

資本合計 13,246 11,838 1,407 

負債､少数株主持分及び資本合計 17,373 17,467 △ 94 
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連結損益計算書

（単位　百万円：未満切捨）

期別 当連結会計年度 前連結会計年度 対前期比

科目 (17.4.1～18.3.31) (16.4.1～17.3.31) 増 △ 減

売上高　　 10,528 11,193 △ 664 

売上原価 8,437 8,868 △ 431 

売上総利益 2,091 2,324 △ 233 

販売費及び一般管理費 1,059 1,055 4 

営業利益 1,031 1,269 △ 237 

営業外収益 40 39 0 

受取利息及び配当金 23 26 

その他 16 13 

営業外費用 38 48 △ 10 

支払利息 25 44 

たな卸資産廃棄損 4 1 

その他 8 2 

経常利益 1,033 1,260 △ 226 

特別利益 150 34 116 

貸倒引当金戻入益 0 20 

固定資産売却益 147 0 

その他 3 13 

特別損失 146 25 120 

固定資産処分損 132 24 

減損損失 12 - 

その他 1 0 

税金等調整前当期純利益 1,038 1,268 △ 230 

法人税、住民税及び事業税 406 489 △ 82 

法人税等調整額 △ 2 △ 1 △ 1 

当期純利益 633 780 △ 146 

連結剰余金計算書

（単位　百万円：未満切捨）

期別 当連結会計年度 前連結会計年度

科目 (17.4.1～18.3.31) (16.4.1～17.3.31)

資本剰余金期首残高 1,711 1,711 

資本剰余金期末残高 1,711 1,711 

利益剰余金期首残高 6,746 6,117 

　利益剰余金増加高 633 780 

当期純利益 633 780 

　利益剰余金減少高 175 151 

配当金 171 141 

役員賞与 3 9 

利益剰余金期末残高 7,205 6,746 
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連結キャッシュ・フロー計算書

（単位　百万円：未満切捨）

期別　 当連結会計年度 前連結会計年度

　科目 (17.4.1～18.3.31) (16.4.1～17.3.31)

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 1,038 1,268 

減価償却費 188 209 

減損損失 12 - 

たな卸資産処分損 4 1 

固定資産処分損益 △ 14 24 

貸倒引当金の増減額(減少は△) △ 3 △ 19 

退職給付引当金の増減額(減少は△) △ 7 0 

役員退職引当金の増減額(減少は△) 15 2 

受取利息及び受取配当金 △ 23 △ 26 

支払利息 25 44 

売上債権の増減額(増加は△) 5 82 

たな卸資産の増減額(増加は△) 12 232 

仕入債務の増減額(減少は△) 69 △ 165 

その他 △ 27 46 

小計 1,295 1,703 

利息及び配当金の受取額 23 26 

利息の支払額 △ 30 △ 44 

法人税等の支払額 △ 553 △ 473 

営業活動によるキャッシュ・フロー 735 1,210 

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △ 400 △ 400 

定期預金の払出による収入 400 600 

有形固定資産の取得による支出 △ 68 △ 128 

有形固定資産の売却による収入 177 47 

その他 △ 0 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー 108 119 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △ 2,000 - 

配当金の支払額 △ 171 △ 141 

その他 △ 4 △ 2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,175 △ 143 

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1 1 

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少は△) △ 1,329 1,188 

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,386 4,198 

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,056 5,386 
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連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 3 社 株式会社キヨリックス三重

九州パーミス株式会社

共立不動産株式会社

(2) 非連結子会社の数 1 社 台湾共立股份有限公司

2. 持分法の適用に関する事項

該当する会社はありません。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

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 …… その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産 …… 先入先出法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 ……

② 退職給付引当金……

③ 役員退職引当金……

(4) 重要なリース取引の処理方法

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ａヘッジ手段 金利スワップ取引、為替予約

ｂヘッジ対象 借入金の利息、外貨建金銭債権債務等

③ ヘッジ方針

また、為替予約については、振当処理の要件を満たしておりますので、振当処理を採用し
ております。

当グループは、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い、為替
相場変動リスクを回避する目的で為替予約を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
行っております。

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用して
おります。

有形固定資産については定率法（ただし、原料山については生産高比例法）を採用し、また、無
形固定資産については定額法を採用しております。

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）については、定額法を採用
しております。

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おります。

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及
び年金資産の額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認めら
れる額を計上しております。

債権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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

台湾共立股份有限公司については、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ので、当該会社に対する投資については持分法を適用せず、原価
法により評価しております。

台湾共立股份有限公司は小規模であり、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
いため、連結の範囲に含めないこととしております。

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末にお
ける要支給額を計上しております。

決算期末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）
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④ ヘッジ有効性の評価

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。
5. 会計処理の変更

6. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社への投資は設立時から100%持分子会社であるため、該当事項はありません。

7. 利益処分項目等の取扱に関する事項

8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

注記事項

連結貸借対照表関係

（当連結会計年度末） （前連結会計年度末）

有形固定資産の減価償却累計額  百万円  百万円

連結損益計算書関係

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 （当連結会計年度） （前連結会計年度）

1. 役員報酬及び賃金給料  百万円  百万円

2. 従業員賞与金  百万円  百万円

3. 福利厚生費  百万円  百万円

4. 減価償却費  百万円  百万円

5. 研究開発費  百万円  百万円

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。

5,9995,889

用途 種類

225

95

319322

194

96

67

43

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しておりま
す。

また、為替予約取引については、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動の
相関関係は確保されているものと想定されるため、有効性の評価を省略しております。

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
作成しております。

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、要求払預金
及び取得日から３か月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。

　これにより税金等調整前当期純利益が9百万円減少しております。

当連結会計年度から「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」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適
用しております。

　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当該各資産の金額から
直接控除しております。

場所

岐阜県瑞浪市他8件

71

40

当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分（事業部門における
製造設備、非製造設備の別）を基礎として資産のグルーピングを行っております。
時価の下落した将来の使用が見込まれていない上記遊休資産について、帳簿価額を回収可能価

額まで減損し、減損損失（12百万円）として特別損失に計上しております。
 その内訳は、土地8百万円及び建物等3百万円であります。
 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定し、公示価格等により評価しております。

遊休資産 土地、建物等
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連結キャッシュ・フロー計算書関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

(単位　百万円：未満切捨)

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

現金及び預金勘定  百万円  百万円

流動資産その他勘定(FFF)  百万円  百万円

預入期間が３か月を超える定期預金  百万円  百万円

現金及び現金同等物  百万円  百万円

リース取引関係

当社は、ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

4,436 5,766

△ 400 △ 400

4,056 5,386

20 20
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セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報 （単位　百万円：未満切捨）

当連結会計年度（17.4.1～18.3.31）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,834 3,693 10,528 － 10,528

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － －

   又は振替高

計 6,834 3,693 10,528 － 10,528

営業費用 6,332 2,857 9,190 306 9,496

営業利益 502 836 1,338 (306) 1,031

資産 6,539 3,258 9,798 7,575 17,373

減価償却費 49 122 171 16 188

減損損失 － － － 12 12

資本的支出 32 14 47 2 49

(注) 1. 事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。

2. 各事業区分の主要製品等

(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸ストロンチウム等

(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は306百万円であり、

主なものは連結財務諸表提出会社の本部管理部門の費用であります。

4. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,575百万円であり、主なものは

連結財務諸表提出会社の本部管理部門の資産であります。

前連結会計年度（16.4.1～17.3.31）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,982 4,211 11,193 － 11,193

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － －

   又は振替高

計 6,982 4,211 11,193 － 11,193

営業費用 6,435 3,139 9,574 349 9,924

営業利益 546 1,071 1,618 (349) 1,269

資産 6,084 3,656 9,741 7,726 17,467

減価償却費 56 136 192 16 209

資本的支出 14 80 95 31 127

(注) 1. 事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。

2. 各事業区分の主要製品等

(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸ストロンチウム等

(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は349百万円であり、

主なものは連結財務諸表提出会社の本部管理部門の費用であります。

4. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,726百万円であり、主なものは

連結財務諸表提出会社の本部管理部門の資産であります。

消去又は
全社 連結セラミック原料 計電子部材

資産、減価償却費及び
資本的支出

連結

資産、減価償却費及び
資本的支出

消去又は
セラミック原料 電子部材 計 全社
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２．所在地別セグメント

当連結会計年度及び前連結会計年度ともに、該当事項はありません。

３．海外売上高

（単位　百万円：未満切捨）

当連結会計年度（17.4.1～18.3.31）

Ⅰ 海外売上高 116 2,400

Ⅱ 連結売上高 10,528

Ⅲ 連結売上高に占める海外 21.7% 1.1% 22.8%
売上高の割合

(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。

(1) 東南アジア … 中国、台湾、韓国、マレーシアほか

(2) その他 … スリランカ、アメリカほか

3. 海外売上高は、当社及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ります。

（単位　百万円：未満切捨）

前連結会計年度（16.4.1～17.3.31）

Ⅰ 海外売上高 87 2,798

Ⅱ 連結売上高 11,193

Ⅲ 連結売上高に占める海外 24.2% 0.8% 25.0%
売上高の割合

(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。

(1) 東南アジア … 中国、台湾、韓国、マレーシアほか

(2) その他 … スリランカ、アメリカほか

3. 海外売上高は、当社及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ります。

その他 計

2,283

東南アジア

2,711

その他東南アジア 計
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有価証券関係
当連結会計年度 (18.3.31)

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(1)株式 356 百万円 3,626 百万円 3,270 百万円

(2)その他 － 百万円 － 百万円 － 百万円

計 356 百万円 3,626 百万円 3,270 百万円

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

子会社株式 35 百万円

その他有価証券

　非上場株式 16 百万円

　ＦＦＦ 20 百万円

前連結会計年度 (17.3.31)

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(1)株式 355 百万円 2,032 百万円 1,676 百万円

(2)その他 － 百万円 － 百万円 － 百万円

計 355 百万円 2,032 百万円 1,676 百万円

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

子会社株式 35 百万円

その他有価証券

　非上場株式（店頭売買株式を除く） 16 百万円

　ＦＦＦ 20 百万円

デリバティブ取引関係

当社は、ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

退職給付関係

１．採用している退職給付制度の概要

２．退職給付債務に関する事項

（当連結会計年度末） （前連結会計年度末）

退職給付債務 849 百万円 817 百万円

年金資産 341 百万円 302 百万円

退職給付引当金 507 百万円 515 百万円

(注)

３．退職給付費用に関する事項

（当連結会計年度末） （前連結会計年度末）

退職給付費用 37 百万円 57 百万円

(注)

当社グループは、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

当社グループは、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

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採用して
おります。
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税効果会計関係

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位　百万円：未満切捨）

（繰延税金資産） (当連結会計年度末) (前連結会計年度末)

未払事業税 8  25  

未払賞与 47  48  

退職給付引当金 205  189  

役員退職引当金 49  42  

減価償却費超過額 7  5  

その他 87  93  

繰延税金資産合計 405  405  

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 △ 29  △ 32  

その他有価証券評価差額金 △ 1,317  △ 676  

繰延税金負債合計 △ 1,346  △ 708  

繰延税金負債の純額 △ 940  △ 303  

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の原因となった主な項目別の内訳

(当連結会計年度末) (前連結会計年度末)

法定実効税率 40.5% 40.5% 

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3  0.2  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 0.4  △ 0.6  

住民税均等割 0.5  0.4  

未実現利益消去 0.1  -  

試験研究費税額控除 △ 2.3  △ 1.6  

その他 0.3  △ 0.4  

税効果会計適用後の法人税等 39.0% 38.5% 

生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績 （単位　百万円：未満切捨）

事業の種類 金額 前期比(%)

セラミック原料 566 4.8 

電子部材 2,397 △8.9 

合計 2,963 △6.5 

(注） 金額は、製造原価によっております。

(2)受注状況

(3)販売実績 （単位　百万円：未満切捨）

事業の種類 金額 前期比(%)

セラミック原料 6,834 △2.1 

電子部材 3,693 △12.3 

合計 10,528 △5.9 

当社自製品については、各需要先からの発注計画を基礎とし、市場の状況、過去の販売実績を勘案
して、特殊なものを除きほぼ確実な見込み生産を行っております。
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