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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 12,307 △15.7 1,157 △51.0 1,236 △49.3 706 △15.7
23年3月期 14,590 27.3 2,365 164.0 2,436 148.7 838 52.7

（注）包括利益 24年3月期 669百万円 （△2.3％） 23年3月期 685百万円 （△13.6％）

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

自己資本当期純利益
率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 35.03 ― 4.7 6.5 9.4
23年3月期 41.54 ― 5.8 13.1 16.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 18,734 15,161 80.9 751.56
23年3月期 19,398 14,674 75.6 727.28

（参考） 自己資本   24年3月期  15,161百万円 23年3月期  14,674百万円

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

24年3月期 377 △1,297 △182 3,985
23年3月期 2,182 △236 △163 5,080

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00 181 21.7 1.3
24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 161 22.8 1.1
25年3月期(予想) ― 4.00 ― 4.00 8.00 52.1

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,200 △25.2 100 △89.8 120 △88.0 80 △87.2 3.97
通期 11,000 △10.6 440 △62.0 500 △59.6 310 △56.1 15.37



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 20,249,087 株 23年3月期 20,249,087 株
② 期末自己株式数 24年3月期 75,025 株 23年3月期 71,547 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 20,175,971 株 23年3月期 20,180,256 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 12,307 △15.7 832 △43.4 908 △41.1 515 62.8
23年3月期 14,590 27.3 1,469 143.2 1,542 120.6 316 △47.5

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
円 銭 円 銭

24年3月期 25.55 ―
23年3月期 15.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 17,168 13,646 79.5 676.41
23年3月期 17,537 13,350 76.1 661.63

（参考） 自己資本 24年3月期  13,646百万円 23年3月期  13,350百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計年度における我が国経済は、震災復旧が進むにつれ景気は緩やかに回復の兆しを見せたも
のの円高や欧州金融不安の長期化などを背景に輸出が伸び悩み、厳しい状況となりました。 
 当社グループの業績も、取引先の生産調整の影響を受け、減収減益となりました。 
 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高１２３億７百万円（前期比１５．７％減）、営業利益 
１１億５千７百万円（同５１．０％減）、経常利益１２億３千６百万円（同４９．３％減）、当期純利
益７億６百万円（同１５．７％減）といずれも前期を下回りました。 
  
セグメント別の状況は次の通りであります。 
  
＜セラミック原料＞ 
セラミック原料事業のうち陶磁器原料では、新商品の拡販および新用途への参入効果が見られ、売上

げ増となりました。ファインセラミックス原料では、光通信業界向けを中心に拡大し、前期を大きく上
回りました。一方、ガラス原料では昨年秋以降、フラットパネルディスプレイの生産調整が影響して落
ち込みました。 
 以上の結果、セラミック原料事業の売上高は７７億９千万円（前期比１．２％増）、セグメント利益
（営業利益）は６億７千９百万円（同１８．５％減）となりました。 
  
＜電子部材＞ 
電子部材事業では、スマートフォンやタブレット端末向け原料は堅調に推移しました。しかし、液晶

ＴＶやパソコン等向け汎用原料は市況が低迷し、円高の影響もあって海外競合メーカーとの競争が激化
したことにより、前期を大幅に下回りました。 
 以上の結果、電子部材事業の売上高は４５億１千６百万円（前期比３４．４％減）、セグメント利益
（営業利益）は９億１千１百万円（同５４．５％減）となりました。 
 

 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  
平成２５年３月期においては、海外経済の減速に加え、円高の影響が残ることから、前半は停滞感の

強い状況が続くと見込まれますが、後半には徐々に回復に向かうと予想されます。当社グループをとり
まく事業環境も、概ね市況動向と同様に推移するものと思われます。 
 セラミック原料事業のうち、陶磁器原料では、新用途への拡販、ファインセラミックス原料では光通
信業界向けを中心に、装飾品用、構造材用にも拡販し、またガラス原料ではディスプレイ用の低調さを
カバーすべく石英ガラス用や光学ガラス用を拡販します。 
 電子部材事業では、引き続きスマートフォンやタブレット端末向け原料は堅調に推移するものと思わ
れます。その他用途向けは徐々に回復していくものと思われます。 
 当社グループとしては、両事業において、先端材料を中心とした市場開拓、新商品開発のスピードア
ップと生産技術改善等で、より一層競争力を向上させ対処して参ります。  

  
通期の連結業績につきましては、売上高１１０億（前期比１０．６％減）、営業利益４億４千万円

（同６２．０％減）、経常利益５億円（同５９．６％減）、当期純利益３億１千万円（同５６．１％
減）を見込んでおります。 

  

なお、業績予想につきましては、現時点で当社が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。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
＜資産＞ 
流動資産は、１４４億２千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億４千３百万円減少しまし

た。これは、現金及び預金が１億９千５百万円、受取手形及び売掛金が５億８千８百万円それぞれ減少
し、原材料及び貯蔵品が４億６千４百万円増加したことなどによります。 
 固定資産は、４３億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億２千１百万円減少しました。これ
は、建物及び構築物が４千万円、投資有価証券が１億４千２百万円それぞれ減少したことなどによりま
す。 
 この結果、総資産は、１８７億３千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億６千４百万円減少
しました。 
＜負債＞ 
流動負債は、２９億円となり、前連結会計年度末に比べ１０億７千２百万円減少しました。これは、

支払手形及び買掛金が７億４百万円、未払法人税等が１億９千５百万円それぞれ減少したことなどによ
ります。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（２）財政状態に関する分析
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 固定負債は、６億７千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ７千８百万円減少しました。これ

は、繰延税金負債が６千７百万円減少したことなどによります。 
  この結果、負債合計は、３５億７千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１１億５千１百万円
減少しました。 
＜純資産＞ 
純資産合計は、１５１億６千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億８千７百万円増加しまし

た。これは、利益剰余金が５億２千５百万円増加し、その他有価証券評価差額金が３千６百万円減少し
たことなどによります。 

  
②キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は３９億８千５百万円となり、前連結会計年度末と比

較して１０億９千５百万円減少いたしました。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、前期に比べ１８億５百万円減少し、３億７千７百万円となりまし

た。主な要因は、売上債権の減少５億８千８百万円、法人税等の支払額７億４千８百万円であります。
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 
投資活動により減少した資金は、１２億９千７百万円となりました。主な要因は、定期預金の預入れ

による支出１６億円であります。 
＜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、１億８千２百万円となりました。主な要因は、株主配当金の支払い

であります。 
  
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）1 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。 

 2 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております 

 3 キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております 

 4 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。 

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。 
  

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高く、為替の変動が当社グループ業績に大きく影響する可能性が
あります。 
 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。 

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率 73.6 83.2 79.1 75.6 80.9

時価ベースの自己資本比率 34.8 28.9 39.5 39.7 37.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ － － － －

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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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２社（内連結子会社１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。 

  

 

  

 
(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、主としてセグメントの名称を記載しております。 

２ 株式会社キヨリックス三重は、特定子会社であります。 
３ 株式会社ノリタケカンパニーリミテドは、有価証券報告書の提出会社であります。 
４ 連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある会社はありません。 
５ 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えている会社はありませ

ん。 

２．企業集団の状況

名称 住所
資本金

又は出資金 
（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割合 

(％)
関係内容

(親会社)

株式会社ノリタケカンパニー
リミテド

(注)３
名古屋市西区 15,632

工 業 機 材 事 業、食 器 事
業、セラミック・マテリ
アル事業、エンジニアリ
ング事業における製造販
売

被所有 54.8
当社が窯業原料を販売してお
ります。 
役員の兼任 ３名

(連結子会社)

株式会社キヨリックス三重
(注)２

名古屋市港区 50 電子部材 所有 100
当社が電子部品用セラミック
原料を仕入れております。 
役員の兼任 ４名
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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 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。 

  

①電子部材事業及びファインセラミックス原料事業を中心に経営資源を重点的に投下することで、新商品

開発に積極的に取組み、売上高の拡大に繋げてまいります。 

②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。 

③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。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,760,587 5,565,438

受取手形及び売掛金 4,333,589 3,744,879

商品及び製品 1,569,052 1,417,745

仕掛品 319,125 361,516

原材料及び貯蔵品 539,947 1,004,298

繰延税金資産 186,756 113,068

関係会社短期貸付金 2,000,000 2,000,000

その他 159,580 217,773

貸倒引当金 △900 △200

流動資産合計 14,867,738 14,424,520

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 692,229 651,892

機械装置及び運搬具（純額） 831,642 813,241

土地 1,239,905 1,239,905

その他（純額） 181,260 176,751

有形固定資産合計 2,945,037 2,881,790

無形固定資産 5,631 4,935

投資その他の資産   

投資有価証券 1,468,942 1,326,891

繰延税金資産 6,678 3,047

その他 104,712 93,281

投資その他の資産合計 1,580,333 1,423,220

固定資産合計 4,531,001 4,309,946

資産合計 19,398,740 18,734,467
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,834,406 2,130,129

未払法人税等 427,036 231,858

役員賞与引当金 10,000 －

その他 701,733 538,193

流動負債合計 3,973,177 2,900,180

固定負債   

繰延税金負債 101,960 34,647

資産除去債務 65,568 65,904

退職給付引当金 418,356 386,600

役員退職慰労引当金 164,870 185,150

固定負債合計 750,754 672,303

負債合計 4,723,932 3,572,483

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387,198 2,387,198

資本剰余金 1,711,759 1,711,759

利益剰余金 9,989,888 10,515,045

自己株式 △23,074 △24,239

株主資本合計 14,065,771 14,589,763

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 609,036 572,219

その他の包括利益累計額合計 609,036 572,219

純資産合計 14,674,808 15,161,983

負債純資産合計 19,398,740 18,734,467
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 14,590,906 12,307,250

売上原価 10,751,004 9,691,190

売上総利益 3,839,902 2,616,059

販売費及び一般管理費 1,474,551 1,458,155

営業利益 2,365,351 1,157,904

営業外収益   

受取利息 21,157 16,978

受取配当金 32,476 40,504

その他 20,229 24,173

営業外収益合計 73,863 81,656

営業外費用   

為替差損 2,564 2,088

その他 29 1,323

営業外費用合計 2,594 3,411

経常利益 2,436,620 1,236,150

特別利益   

固定資産売却益 2,799 －

債務免除益 － 36,702

その他 200 －

特別利益合計 2,999 36,702

特別損失   

固定資産処分損 918,802 9,628

投資有価証券評価損 － 6,240

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 61,548 －

その他 81,750 －

特別損失合計 1,062,100 15,869

税金等調整前当期純利益 1,377,519 1,256,983

法人税、住民税及び事業税 608,819 446,010

法人税等調整額 △69,632 104,222

法人税等合計 539,186 550,233

少数株主損益調整前当期純利益 838,332 706,749

当期純利益 838,332 706,749
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 838,332 706,749

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △152,356 △36,816

その他の包括利益合計 △152,356 △36,816

包括利益 685,975 669,932

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 685,975 669,932

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,387,198 2,387,198

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,387,198 2,387,198

資本剰余金   

当期首残高 1,711,759 1,711,759

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,711,759 1,711,759

利益剰余金   

当期首残高 9,313,011 9,989,888

当期変動額   

剰余金の配当 △161,455 △181,592

当期純利益 838,332 706,749

当期変動額合計 676,877 525,157

当期末残高 9,989,888 10,515,045

自己株式   

当期首残高 △21,412 △23,074

当期変動額   

自己株式の取得 △1,661 △1,165

当期変動額合計 △1,661 △1,165

当期末残高 △23,074 △24,239

株主資本合計   

当期首残高 13,390,556 14,065,771

当期変動額   

剰余金の配当 △161,455 △181,592

当期純利益 838,332 706,749

自己株式の取得 △1,661 △1,165

当期変動額合計 675,215 523,991

当期末残高 14,065,771 14,589,763
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 761,392 609,036

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △152,356 △36,816

当期変動額合計 △152,356 △36,816

当期末残高 609,036 572,219

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 761,392 609,036

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △152,356 △36,816

当期変動額合計 △152,356 △36,816

当期末残高 609,036 572,219

純資産合計   

当期首残高 14,151,949 14,674,808

当期変動額   

剰余金の配当 △161,455 △181,592

当期純利益 838,332 706,749

自己株式の取得 △1,661 △1,165

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △152,356 △36,816

当期変動額合計 522,859 487,174

当期末残高 14,674,808 15,161,983
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 1,377,519 1,256,983

減価償却費 370,969 410,311

固定資産処分損益（△は益） 916,002 9,628

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △700

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,240

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,477 △31,755

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,130 20,280

受取利息及び受取配当金 △53,634 △57,483

売上債権の増減額（△は増加） △286,683 588,709

たな卸資産の増減額（△は増加） △386,078 △355,434

仕入債務の増減額（△は減少） 586,593 △704,277

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 61,548 －

その他 △39,799 △72,596

小計 2,536,089 1,069,907

利息及び配当金の受取額 53,569 56,169

法人税等の支払額 △406,828 △748,562

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,182,830 377,514

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 △700,000 △1,600,000

定期預金の払戻による収入 700,000 700,000

有形固定資産の取得による支出 △214,526 △414,586

有形固定資産の売却による収入 4,450 －

投資有価証券の取得による支出 △13,880 △14,113

保険積立金の積立による支出 △11,347 －

保険積立金の解約による収入 － 12,760

その他 △1,617 18,535

投資活動によるキャッシュ・フロー △236,921 △1,297,404

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △161,533 △181,615

その他 △1,661 △1,165

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,194 △182,781

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,286 7,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,785,999 △1,095,138

現金及び現金同等物の期首残高 3,294,775 5,080,775

現金及び現金同等物の期末残高 5,080,775 3,985,637
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該当事項はありません。 

  

株式会社キヨリックス三重 

台湾共立股份有限公司 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等はいずれ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。 

  

台湾共立股份有限公司 

持分法を適用しない理由 

台湾共立股份有限公司は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)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。 

  

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産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 

移動平均法による原価法 

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法） 

  

定率法によっております(原料山については生産高比例法)。 

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(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。 

なお、主な耐用年数はつぎのとおりであります。 

建物    15～31年 

機械装置   7～ 9年 

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によっております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のため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 １社

(2) 非連結子会社 １社

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した会社はありません。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

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

② たな卸資産

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

①有形固定資産
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定額法によっております。 

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

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。 

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。 

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要支給額を計上しておりま

す。 

  

為替予約について、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。 

ａ ヘッジ手段 

為替予約 

ｂ ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務等 

当グループは、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。 

為替予約取引について、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているた

め、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評

価を省略しております。 

  

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

  

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。

  

②無形固定資産

(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 役員退職慰労引当金

(4) 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

③ ヘッジ方針

④ ヘッジ有効性の評価

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
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当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。 

  

 
  

 
  

 ３  期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含ま

れております。 

 
  

 
  

 
  

（７）追加情報

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

 １ 有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 6,813,965千円 7,131,262千円

 ２ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度     
(平成24年３月31日)

投資有価証券(株式) 35,205千円 35,205千円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度     
(平成24年３月31日)

受取手形 ― 91,809千円

支払手形 ― 332,206 〃

流動負債その他（設備支払手形） ―  28,045 〃

(連結損益計算書関係)

 １ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

役員報酬及び賃金給料 390,950千円 396,949千円

従業員賞与 122,536 〃 121,766 〃

福利厚生費 97,167 〃 102,828 〃

減価償却費 46,740 〃 57,483 〃

研究開発費 337,671 〃 358,104 〃

 ２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

機械装置及び運搬具 355千円 ― 

土地 2,443 〃 ― 

  計 2,799千円 ― 
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（売却損） 

 
（除却損） 

 
  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日 至  平成24年３月31日) 

 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
  

 ３ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

土地 901,964千円 ―

その他 1,200 〃 ― 

  計 903,164千円 ― 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物及び構築物 4,775千円 990千円

機械装置及び運搬具 9,688 〃 8,550 〃

その他 1,174 〃 87 〃

  計 15,637千円 9,628千円

(連結包括利益計算書関係)

その他有価証券評価差額金

 当期発生額 △137,274千円

 組替調整額 6,240 〃

  税効果調整前 △131,034千円

  税効果額 94,217 〃

  その他有価証券評価差額金 △36,816千円

その他の包括利益合計 △36,816千円
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

  単元未満株式の買取りによる増加  5,201株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,249,087 ― ― 20,249,087

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 66,346 5,201 ─ 71,547

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 80,730 4.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日

平成22年11月５日 
取締役会

普通株式 80,724 4.00 平成22年９月30日 平成22年12月６日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 100,887 5.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加    3,478株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

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 

   

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,249,087 ― ― 20,249,087

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 71,547 3,478 ― 75,025

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 100,887 5.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日

平成23年11月９日 
取締役会

普通株式 80,704 4.00 平成23年９月30日 平成23年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 80,696 4.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

現金及び預金勘定 5,760,587千円 5,565,438千円

流動資産その他勘定(FFF) 20,188 〃 20,199 〃

   計 5,780,775千円 5,585,637千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△700,000 〃 △1,600,000 〃

現金及び現金同等物 5,080,775千円 3,985,637千円
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・サービスについて国内及

び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「セラミック原

料」及び「電子部材」の２つを報告セグメントとしております。 

「セラミック原料」は、陶磁器原料、ガラス原料及びファインセラミックス原料の製造販売をしており

ます。「電子部材」は、電子部品用セラミック原料等の製造販売をしております。 

  

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市

場実勢価格に基づいております。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

(単位：千円) 

 
(注) １  調整額は以下のとおりであります。 

   （１）セグメント利益の調整額△469,860千円には、全社費用△469,860千円が含まれております。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   （２）セグメント資産の調整額8,113,037千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産8,113,037千円

が含まれております。 

（３）減価償却費の調整額37,490千円は、全社資産の減価償却費であります。 

（４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額35,497千円は、全社資産の設備投資額であります。 

２  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(セグメント情報等)

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

報告セグメント 調整額 
（注）1

連結財務諸表計
上額（注）2セラミック原料 電子部材 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,701,774 6,889,131 14,590,906 ― 14,590,906

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,701,774 6,889,131 14,590,906 ― 14,590,906

セグメント利益 833,316 2,001,895 2,835,211 △469,860 2,365,351

セグメント資産 6,263,959 5,021,744 11,285,703 8,113,037 19,398,740

その他の項目

  減価償却費 119,728 213,750 333,479 37,490 370,969

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

74,855 303,869 378,725 35,497 414,222

共立マテリアル㈱ (1702) 平成24年３月期 決算短信

19



  

(単位：千円) 

 
(注) １  調整額は以下のとおりであります。 

   （１）セグメント利益の調整額△433,186千円には、全社費用△433,186千円が含まれております。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

     （２）セグメント資産の調整額8,076,176千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産8,076,176千円

が含まれております。 

（３）減価償却費の調整額36,701千円は、全社資産の減価償却費であります。 

（４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額34,761千円は、全社資産の設備投資額であります。 

２  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

(単位：千円) 

 
(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

  

(単位：千円) 

 
  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

報告セグメント 調整額 
（注）1

連結財務諸表
計上額（注）2セラミック原料 電子部材 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,790,565 4,516,684 12,307,250 － 12,307,250

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － －

計 7,790,565 4,516,684 12,307,250 － 12,307,250

セグメント利益 679,497 911,594 1,591,091 △433,186 1,157,904

セグメント資産 6,906,121 3,752,169 10,658,290 8,076,176 18,734,467

その他の項目

  減価償却費 121,002 252,607 373,610 36,701 410,311

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

230,224 85,828 316,053 34,761 350,814

(関連情報)

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

日本 東南アジア その他 合計

8,974,274 5,529,596 87,035 14,590,906

(2) 有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

日本サムスン株式会社 2,591,716 電子部材

日本電気硝子株式会社 2,395,135 セラミック原料
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セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

(1) 売上高 

(単位：千円) 

 
(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

  

(単位：千円) 

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

日本 東南アジア その他 合計

8,590,801 3,584,700 131,748 12,307,250

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

日本電気硝子株式会社 2,269,682 セラミック原料
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Ⅰ 前連結会計年度 

１ その他有価証券(平成23年３月31日) 

 
  

２ 減損処理を行った有価証券(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 
  
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。  

なお、減損処理に当たっては、年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められる額について減損処理を行っ

ております。 

  

Ⅱ 当連結会計年度 

１ その他有価証券(平成24年３月31日) 

 
  

２ 減損処理を行った有価証券(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について6,240千円減損処理を行ってお

ります。  
  
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。  

なお、減損処理に当たっては、年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められる額について減損処理を行っ

ております。 

  

(有価証券関係)

種類
連結貸借対照表
計上額(千円)

取得原価
(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 1,378,041 393,561 984,479

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

  小計 1,378,041 393,561 984,479

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 6,960 9,923 △ 2,963

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 20,188 20,188 ─

  小計 27,148 30,111 △ 2,963

合計 1,405,189 423,673 981,516

種類
連結貸借対照表
計上額(千円)

取得原価
(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 1,232,349 380,517 851,831

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

  小計 1,232,349 380,517 851,831

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 29,210 30,840 △1,630

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 20,199 20,199 ─

  小計 49,410 51,040 △1,630

合計 1,281,759 431,558 850,201

共立マテリアル㈱ (1702) 平成24年３月期 決算短信

22



  

当社グループは、確定給付型の企業年金制度及び退職一時金制度を採用しております。退職給付信託

は、親会社の株式会社ノリタケカンパニーリミテドにおいて設定されております。 

なお、平成21年３月31日まで採用しておりました適格退職年金制度において年金を受給していた者を対

象に、閉鎖型の適格退職年金の制度を設けておりましたが、平成24年３月１日より受託保証型確定給付企

業年金制度に移行しております。 

  

 
(注) 当社及び連結子会社１社は、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。 

  

 
(注) 当社及び連結子会社１社は、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。 

  

(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

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

(1) 退職給付債務(千円) 855,814 892,278

(2) 年金資産(千円) 437,458 506,593

(3) 前払年金費用(千円) － 915

(4) 退職給付引当金(千円) 418,356 386,600

３ 退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

退職給付費用(千円) 76,396 54,853
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３ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改

正する法律」及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特

別措置法」が公布され、平成24年４月１日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりま

した。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係

る解消時期に応じて以下のとおりとなります。 

平成24年４月１日から平成27年３月31日 37.7% 

平成27年４月１日以降 35.3% 

その結果、繰延税金資産の純額が5,315千円増加し、その他有価証券評価差額金が41,034千円増加し、

当連結会計年度に費用計上された法人税等の額が35,719千円増加しております。 

(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

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

(繰延税金資産)

未払事業税 38,705千円 18,216千円

未払賞与 65,911 〃 56,624 〃

退職給付引当金 169,396 〃 138,336 〃

役員退職慰労引当金 66,772 〃 69,205 〃

減価償却費超過額 33,773 〃 31,465 〃

投資有価証券 33,798 〃 31,661 〃

その他 112,365 〃 73,425 〃

繰延税金資産小計 520,722千円 418,935千円

評価性引当額 △37,447 〃  △34,842 〃

繰延税金資産合計 483,274千円 384,093千円

(繰延税金負債)

固定資産圧縮積立金 △17,770 〃 △14,065 〃

その他有価証券評価差額金 △372,781 〃  △278,564 〃

その他 △1,248 〃 △9,995 〃

繰延税金負債合計 △391,800千円 △302,624千円

繰延税金資産の純額 91,473千円 81,468千円

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の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

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

0.6 0.5

 受取配当金等永久に
 益金に算入されない項目

△ 0.5 △0.8

 住民税均等割 0.4 0.4

 試験研究費税額控除 △ 2.1 △2.0

税率変更による期末繰延税金資
産の減額修正

― 2.8

法人税等に含まれる付帯税等 ― 2.0

 その他 0.2 0.4

 税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

39.1％ 43.8％
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１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  

 
  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度

(平成24年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 727円28銭 751円56銭

 (算定上の基礎)

  連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 14,674,808 15,161,983

  普通株式に係る純資産額(千円) 14,674,808 15,161,983

  差額の主な内訳(千円) ─ ―

  普通株式の発行済株式数(千株） 20,249 20,249

  普通株式の自己株式数(千株) 71 75

  １株当たり純資産額の算定に用いられた 
  普通株式の数(千株)

20,177 20,174

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益 41円54銭 35円03銭

 (算定上の基礎)

  当期純利益（千円） 838,332 706,749

  普通株式に係る当期純利益（千円） 838,332 706,749

  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（千円) ─ ―

  普通株式の期中平均株式数（千株） 20,180 20,175

(重要な後発事象)
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５.その他 

役員の異動 （平成２４年６月２８日付） 

 

１． 代表者の異動 

代表取締役会長   堀
ほり

 口
ぐち

  隆
たかし

   （現 代表取締役社長）    

代表取締役社長    平
ひら

 野
の

 喜
き

 一
いち

  （現 専務取締役） 

 

２．その他の役員の異動    

 （１）新任取締役候補 

該当事項はありません。  

 

 （２）新任監査役候補 

    該当事項はありません。 

 

 （３）退任予定取締役 

    該当事項はありません。 

 

（４）退任予定監査役 

    該当事項はありません。 

     

 （５）昇格予定取締役 

    該当事項はありません。 

 

以 上 
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