
　

平成30年11月13日

各 位

会 社 名 東邦金属株式会社

代表者名 代表取締役社長 小樋 誠二

(コード：5781、東証第二部)

問合せ先 取締役総務部長 森本 幾雄

(TEL.06－6202－3376)

(訂正)「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について

当社は、平成28年５月13日に発表した「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」について訂正があ

りましたのでお知らせします。

　

記

　１．訂正内容と理由

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（平成30年11月13日）付「過年度の決算短信等の一部訂正に関する

お知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。

　２．訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後および訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付して表示して

おります。

以 上
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決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 無
　

(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期の業績（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

（１）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 ％

28年３月期 3,290 △5.2 △100 － △2 － 5 －

27年３月期 3,471 △0.3 27 △19.1 18 － △4 －
　

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 ％ ％ ％

　28年３月期 0.24 － 0.3 △0.1 △3.0

　27年３月期 △0.19 － △0.2 0.4 0.8

(参考) 持分法投資損益 　28年３月期 －百万円 27年３月期 －百万円
　

（２）財政状態

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

　28年３月期 4,054 1,848 45.6 79.68

　27年３月期 4,401 1,913 43.5 82.46

(参考) 自己資本 　28年３月期 1,848百万円 27年３月期 1,913百万円
　

（３）キャッシュ・フローの状況

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

　28年３月期 231 △0 △192 303

　27年３月期 △150 △123 △57 264

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 ％ ％

27年３月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

28年３月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

29年３月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00 ―

　

３．平成29年３月期の業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 3,445 4.7 40 ― 35 ― 60 994.5 2.59
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※ 注記事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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

（２）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期 23,380,012 株 27年３月期 23,380,012 株

② 期末自己株式数 28年３月期 183,409 株 27年３月期 181,498 株

③ 期中平均株式数 28年３月期 23,197,293 株 27年３月期 23,200,278 株

　

※ 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が実施中です。

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分

析」をご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当事業年度（平成27年４月１日～平成28年３月31日）におけるわが国経済は、12月までは、政府の経済政策や日銀の

金融緩和策を背景に輸出企業を中心とした企業業績の回復や雇用・所得環境に改善がみられ、景気は緩やかな回復が続

いておりましたが、米国の利上げ後、平成28年１月に入り、低迷している新興国からの投資資金の流出や現地通貨安に

拍車がかかり、加えて原油等の国際商品価格の下落や中国経済の減速による世界同時株安、急速な円高が進み、これら

の対策として日銀がマイナス金利政策を導入しましたが、即効的な効果がみられず、日本経済を取り巻く環境は一層厳

しさを増しております。

　このような状況下、当社は安定した利益の確保を最重要課題に掲げ、売上高の確保及び材料歩留改善、生産性改善、

購入価格低減、固定費削減等の原価低減活動に注力しましたが、顧客の在庫調整による自動車用部品販売の減少や原材

料価格の下落等により、売上高は、前期3,471百万円に対し5.2％減の3,290百万円となりました。

損益面は、鋭意、原価低減活動に努めましたが、売上の減少をカバーすることができず、また原材料価格の下落に伴

う在庫評価減により、営業損失100百万円（前期 営業利益27百万円）、経常損失は、過年度に回収懸念債権に対して引

き当てていた貸倒引当金戻入額90百万円により２百万円（前期 経常利益18百万円）、当期純利益は、投資有価証券売

却益14百万円により５百万円（前期 当期純損失４百万円）となりました。

　セグメント区分別の状況は、次のとおりであります。

（電気・電子）

　タングステン・モリブデン製品は、モリブデン製品の減少に対し、タングステン製品の拡販に努めましたが、売上高

は、前期比73百万円減の1,595百万円（前期 1,669百万円）となりました。

合金及び電気・電子部品は、光通信用製品の拡販により、売上高は、前期比70百万円増の528百万円（前期 457百万

円）となりました。

その他製品は、顧客の在庫調整による自動車用部品販売の減少により、売上高は、前期比185百万円減の742百万円

（前期 927百万円）と大幅な減少となりました。

この結果、電気・電子合計の売上高は、前期比188百万円減の2,865百万円（前期 3,054百万円）、営業損失は108百

万円（前期 営業利益６百万円）となりました。

（超硬合金）

　超硬合金は概ね堅調に推移し、売上高は424百万円（前期 417百万円）となり、営業利益は8百万円（前期 20百万

円）となりました。

②次期の業績見通し

　次期におけるわが国経済は、政府や日銀の諸政策により、引き続き緩やかな回復を続けるものと予測しておりますが、

消費者マインドに弱さがあり、中国を始めとする海外経済の下振れや円高基調による企業業績悪化等により、更に厳し

い環境となる懸念もあります。

当社事業分野では、光通信用製品の販売は世界的なモバイル化の進展により、超硬合金も、オリンピック、リニア新

幹線の需要で堅調に推移すると計画しています。また、自動車部品販売も顧客の在庫調整が終わり、増加に転じると予

測しております。

一方、タングステン・モリブデン製品は道路照明や投光照明へのＬＥＤ化の拡大による販売減少を予測しております。

　なお、平成28年６月１日に現行の退職給付制度の一部を確定拠出年金制度へ移行することにより、退職給付会計の終

了損益として特別利益約30百万円の計上を見込んでおります。

（２）財政状態に関する分析

　①資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

　当事業年度末における流動資産は2,331百万円（前事業年度末 2,460百万円）となり、128百万円減少しました。

　主たる要因は、売掛金86百万円の減少及び現金及び預金41百万円の減少によるものであります。

（固定資産）

　当事業年度末における固定資産は1,722百万円（前事業年度末 1,941百万円）となり、218百万円減少しました。
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　主たる要因は、投資有価証券110百万円の減少、投資その他の資産のその他177百万円の減少、貸倒引当金90百万円

の減少によるものであります。

（流動負債）

　当事業年度末における流動負債は1,204百万円（前事業年度末 1,654百万円）となり、449百万円減少しました。

　主たる要因は、短期借入金390百万円の減少及び買掛金73百万円の減少によるものであります。

（固定負債）

　当事業年度末における固定負債は1,001百万円（前事業年度末 833百万円）となり、167万円増加しました。

　主たる要因は、長期借入金192百万円の増加によるものであります。

（純資産）

　当事業年度末における純資産は1,848百万円（前事業年度末 1,913百万円）となり、64百万円減少しました。

　主たる要因は、当期純利益５百万円の計上及び株価の下落に伴う評価・換算差額等69百万円の減少によるものであ

ります。

　②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ38百万円増加し、303百

万円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　営業活動による資金は231百万円の増加（前事業年度は150百万円の減少）となりました。

　主な要因は、税引前当期純利益12百万円（資金の増加）、減価償却費105百万円（資金の増加）、貸倒引当金の減少90

百万円（資金の減少）、売上債権の減少63百万円（資金の増加）、長期未収入金の減少187百万円（資金の増加）であり

ます。

　投資活動による資金は0百万円の減少（前事業年度は123百万円の減少）となりました。

　財務活動による資金は 192百万円の減少（前事業年度は57百万円の減少）となりました。

　主な要因は、有利子負債の純減少額138百万円、リース債務の返済による支出38百万円、利息の支払15百万円でありま

す。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期
平成28年３月期
(当事業年度)

自己資本比率（％） 49.9 46.6 45.0 43.5 45.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

42.9 40.2 66.0 72.7 61.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

3.0 ― 389.5 ― 4.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

16.0 ― 0.2 ― 15.1

　 （注） １．下記の方法で算出しております。

　 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/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

　 ２．株式時価総額 期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）

　 ３．有利子負債 期末日における借入金残高であります。

　 ４．営業キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー計算書における「営業活動による

　 キャッシュ・フロー」であります。

　 ５．利払い キャッシュ・フロー計算書における「利息の支払額」

　 であります。

　 ６．平成25年３月期及び平成27年３月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのためキャッシュ・フロー

　 対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は事業活動から得られた成果の配分を重要な経営課題としており、業績を反映した株主各位への利益還元を

重視する一方、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実を総合的に勘案し、利益配当の額を決定することを

基本方針としております。

　当期は、十分な配当原資を確保するに至らず、誠に遺憾でありますが、引き続き無配とさせていただきます。

次期の業績予想につきましては、サマリー情報「平成29年３月期の業績予想」に記載しておりますが、十分な配

当原資の確保には至らない見通しであり、次期の配当につきましても無配の予定とさせていただきます。

（４）事業等のリスク

最近の有価証券報告書（平成27年６月26日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため、開示

を省略いたします。

２．企業集団の状況

直近の有価証券報告書（平成27年６月26日提出）における「事業系統図」（事業の内容）及び「関係会社の

状況」から重要な変更がないため、開示を省略いたします。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略

平成27年３月期決算短信（平成27年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略いたします。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ウェブサイト）

http://www.tohokinzoku.co.jp

(東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報検索ページ））

http://www.jpx.co.jp/listing/co-search/index.html

　

（４）会社の対処すべき課題

適正な利益を継続的に確保すべく、以下の重点政策に取り組んで参ります。

①販売力・購買力の強化

・新規製品の販売活動の強化及び既存製品の拡販。

・価格競争力を高め、利益基盤を強化するためグローバルでの最適購買を目指す。

②モノづくり力を高める

・工法改革、ロボット導入、作業管理の強化による生産性の向上。

・納期短縮改善及び顧客迷惑度“0”の品質を目指し、顧客信頼度を高める。

③技術・開発力の向上

・開発マネジメントの強化を図り、研究開発効率を高める。

・販売活動と連動した戦略的商品の開発により拡販に貢献する。

・市場ニーズを先取りした商品開発。

④企業価値の向上

・ガバナンスの強化及び内部統制の強化。

・安全、安心な快適職場を目指す。

・人、地域、地球にやさしいＥＣＯライフの実現。

　

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準の財務諸表を作成する方針を採

っております。

　今後につきましては、国内同業他社の国際会計基準の適用動向及び外国人株主比率の推移等を踏まえ、国際会計

基準の適用について検討を進めていく方針であります。
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５．財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 344,188 303,180

受取手形 237,871 261,479

売掛金 777,812 691,170

商品及び製品 107,783 122,682

仕掛品 628,115 621,552

原材料及び貯蔵品 342,362 306,752

前払費用 26,204 27,708

その他 4,532 6,128

貸倒引当金 △8,745 △8,678

流動資産合計 2,460,127 2,331,977

固定資産

有形固定資産

建物 1,302,841 1,306,277

減価償却累計額 △1,161,589 △1,172,713

建物（純額） 141,252 133,563

構築物 173,664 171,564

減価償却累計額 △161,396 △160,447

構築物（純額） 12,268 11,117

機械及び装置 4,378,093 4,370,123

減価償却累計額 △4,300,758 △4,277,475

機械及び装置（純額） 77,334 92,647

車両運搬具 8,233 7,815

減価償却累計額 △8,233 △7,815

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 695,405 674,532

減価償却累計額 △658,775 △641,608

工具、器具及び備品（純額） 36,629 32,924

土地 782,785 782,785

リース資産 241,109 218,101

減価償却累計額 △132,544 △136,036

リース資産（純額） 108,565 82,065

建設仮勘定 3,452 －

有形固定資産合計 1,162,287 1,135,104

無形固定資産

ソフトウエア 5,011 5,495

ソフトウエア仮勘定 － 12,030

リース資産 5,584 4,997

電話加入権 4,084 4,084

無形固定資産合計 14,679 26,607

投資その他の資産

投資有価証券 499,618 389,181

関係会社株式 16,435 16,435

従業員に対する長期貸付金 3,907 3,847

長期前払費用 8,620 3,320

その他 395,431 217,659

貸倒引当金 △159,825 △69,606

投資その他の資産合計 764,188 560,837

固定資産合計 1,941,155 1,722,549

資産合計 4,401,282 4,054,527
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(単位：千円)

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 102,086 147,966

買掛金 288,960 215,666

短期借入金 820,000 430,000

1年内返済予定の長期借入金 133,652 192,552

リース債務 35,372 33,281

未払金 162,590 92,431

未払法人税等 13,267 12,247

未払費用 20,102 21,252

前受金 9,726 101

預り金 5,869 6,310

賞与引当金 48,721 46,846

設備関係支払手形 14,162 6,148

流動負債合計 1,654,510 1,204,806

固定負債

長期借入金 333,241 525,689

リース債務 69,723 44,140

繰延税金負債 82,189 48,607

退職給付引当金 276,353 295,245

役員退職慰労引当金 49,865 61,165

環境対策引当金 14,512 15,701

資産除去債務 7,884 10,791

固定負債合計 833,769 1,001,341

負債合計 2,488,280 2,206,148

純資産の部

株主資本

資本金 2,531,828 2,531,828

資本剰余金

その他資本剰余金 237,794 237,794

資本剰余金合計 237,794 237,794

利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,081,750 △1,076,268

利益剰余金合計 △1,081,750 △1,076,268

自己株式 △26,260 △26,546

株主資本合計 1,661,612 1,666,808

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 251,389 181,570

評価・換算差額等合計 251,389 181,570

純資産合計 1,913,001 1,848,378

負債純資産合計 4,401,282 4,054,527
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（２）損益計算書

(単位：千円)
第65期

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 3,471,581 3,290,227

売上原価

製品期首たな卸高 105,700 107,783

当期製品製造原価 2,925,809 2,865,291

当期商品仕入高 7,695 6,260

他勘定受入高 7,353 22,632

合計 3,046,558 3,001,967

他勘定振替高 9,627 3,689

製品期末たな卸高 107,783 122,682

売上原価合計 2,929,147 2,875,595

売上総利益 542,433 414,631

販売費及び一般管理費

役員報酬 53,591 67,104

従業員給料及び手当 201,023 194,620

賞与引当金繰入額 11,482 11,482

役員退職慰労引当金繰入額 10,700 11,300

貸倒引当金繰入額 1,150 △65

退職給付費用 19,610 18,342

減価償却費 19,875 21,256

その他 197,332 190,941

販売費及び一般管理費合計 514,765 514,982

営業利益又は営業損失（△） 27,668 △100,351

営業外収益

受取利息及び配当金 12,698 14,328

貸倒引当金戻入額 - 90,220

その他 37,394 9,686

営業外収益合計 50,092 114,235

営業外費用

支払利息 20,021 15,369

貸倒引当金繰入額 31,542 -

その他 7,417 1,066

営業外費用合計 58,981 16,435

経常利益又は経常損失（△） 18,779 △2,551

特別利益

投資有価証券売却益 - 14,993

固定資産売却益 1,093 -

特別利益合計 1,093 14,993

特別損失

環境対策費 14,512 -

特別損失合計 14,512 -

税引前当期純利益 5,360 12,441

法人税、住民税及び事業税 10,039 7,207

法人税等調整額 △382 △247

法人税等合計 9,657 6,959

当期純利益又は当期純損失（△） △4,297 5,482
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（３）株主資本等変動計算書

　第65期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 2,531,828 237,794 237,794 △1,027,395 △1,027,395

会計方針の変更による
累積的影響額

△50,058 △50,058

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

2,531,828 237,794 237,794 △1,077,453 △1,077,453

当期変動額

当期純利益又は当期純
損失（△）

△4,297 △4,297

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― △4,297 △4,297

当期末残高 2,531,828 237,794 237,794 △1,081,750 △1,081,750

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △25,659 1,716,568 165,777 165,777 1,882,345

会計方針の変更による
累積的影響額

△50,058 △50,058

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

△25,659 1,666,510 165,777 165,777 1,832,287

当期変動額

当期純利益又は当期純
損失（△）

△4,297 △4,297

自己株式の取得 △600 △600 △600

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

85,611 85,611 85,611

当期変動額合計 △600 △4,897 85,611 85,611 80,714

当期末残高 △26,260 1,661,612 251,389 251,389 1,913,001
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第66期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 2,531,828 237,794 237,794 △1,081,750 △1,081,750

会計方針の変更による
累積的影響額

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

2,531,828 237,794 237,794 △1,081,750 △1,081,750

当期変動額

当期純利益又は当期純
損失（△）

5,482 5,482

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― 5,482 5,482

当期末残高 2,531,828 237,794 237,794 △1,076,268 △1,076,268

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △26,260 1,661,612 251,389 251,389 1,913,001

会計方針の変更による
累積的影響額

― ―

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

△26,260 1,661,612 251,389 251,389 1,913,001

当期変動額

当期純利益又は当期純
損失（△）

5,482 5,482

自己株式の取得 △286 △286 △286

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△69,818 △69,818 △69,818

当期変動額合計 △286 5,195 △69,818 △69,818 △64,623

当期末残高 △26,546 1,666,808 181,570 181,570 1,848,378
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
第65期

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 5,360 12,441

減価償却費 89,946 105,494

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,029 △90,285

賞与引当金の増減額（△は減少） 788 △1,875

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,631 18,891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,500 11,300

環境対策引当金の増減額（△は減少） 14,512 1,189

受取利息及び受取配当金 △12,698 △14,328

固定資産売却損益（△は益） △1,093 －

投資有価証券売却損益（△は益） △99 △14,993

支払利息 20,021 15,369

固定資産除却損 37 140

売上債権の増減額（△は増加） △101,910 63,034

たな卸資産の増減額（△は増加） △130,418 27,273

長期未収入金の増減額（△は増加） △138,117 187,216

仕入債務の増減額（△は減少） △17,137 △27,413

その他 83,047 △50,935

小計 △142,599 242,519

法人税等の支払額 △9,318 △10,903

法人税等の還付額 1,358 365

営業活動によるキャッシュ・フロー △150,559 231,981

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 △80,000 －

定期預金の払戻による収入 － 80,000

有形固定資産の取得による支出 △59,365 △90,333

有形固定資産の売却による収入 2,000 －

無形固定資産の取得による支出 － △15,433

投資有価証券の取得による支出 △1,040 △360

投資有価証券の売却による収入 10,432 22,627

利息及び配当金の受取額 12,698 14,328

その他 △8,512 △11,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △123,786 △312

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（△は減少） △30,000 △390,000

長期借入れによる収入 490,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △455,807 △198,652

リース債務の返済による支出 △41,932 △38,034

利息の支払額 △18,894 △15,407

自己株式の取得による支出 △600 △286

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,235 △192,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 406 △296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △331,175 38,991

現金及び現金同等物の期首残高 595,364 264,188

現金及び現金同等物の期末残高 264,188 303,180
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（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

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

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

商品及び製品、仕掛品

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

３ デリバティブ

時価法

４ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法。

なお、電気・電子部品生産設備の一部については当社所定の耐用年数(３年)によっております。

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。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ７年～38年

機械及び装置 ３年～７年

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

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

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

５ 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権・貸付金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

権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
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役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

なお、当事業年度においては、支給見込がないため計上しておりません。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、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（４年）による定額法により費用

処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度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（１０年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金

役員退職金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

環境対策引当金

環境対策を目的とした支出に備えるため、当事業年度における支出見込額を計上しております。

６ 外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は期末日直物為替相場により、円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

７ ヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。但し、ヘッジ有効性がない取引については評価差額を損益と

して処理しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっており

ます。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金

(ハ)ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る為替相

場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、

両者の変動額等を基礎にして判断しております。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効

性の評価を省略しております。

８ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３カ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であります。
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９ その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

（貸借対照表関係）

　前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期未収入金」は、総資産の100分の5

以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、

前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において表示していた「投資その他の資産」の「長期未収入金」282,148千円

及び「その他」113,283千円は、「その他」395,431千円として組み替えております。

(損益計算書関係)

　前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「為替差益」、「補助金収入」及び「受取保険

金」は、営業外収益総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。こ

の表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「為替差益」13,008千円、「補助

金収入」10,092千円、「受取保険金」9,154千円、「その他」5,138千円は、「その他」37,394千円として組み替え

ております。

　

(追加情報)

（法人税等の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）

　「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月29日に国会

で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年４月１日以降解消

されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.22％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成

28年4月１日から平成30年３月31日までのものは30.81％、平成30年４月１日以降のものについては30.58％にそれぞ

れ変更されております。

　この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

(貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

工場財団

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

科目

　提供している担保

　 建物 26,956千円 24,029千円

　 構築物 9,958千円 9,234千円

　 機械及び装置 5,458千円 5,319千円

　 土地 510,445千円 510,445千円

計 552,819千円 549,029千円

　借入債務等

　 １年内返済予定の長期借入金 93,403千円 152,681千円

　 長期借入金 266,388千円 423,624千円

計 359,791千円 576,305千円
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その他

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

科目

　提供している担保

　 建物 6,534千円 5,864千円

　 構築物 35千円 27千円

　 土地 272,339千円 272,339千円

　 投資有価証券 302,069千円 227,707千円

計 580,978千円 505,939千円

　借入債務等

　 １年内返済予定の長期借入金 40,249千円 39,871千円

　 長期借入金 66,853千円 102,065千円

計 107,102千円 141,936千円

※２ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく

事業年度末日の借入実行残高は次のとおりであります。

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

当座貸越極度額
及び貸出コミットメントの総額

1,350,000千円 1,250,000千円

借入実行残高 820,000千円 430,000千円

差引額 530,000千円 820,000千円

　

※３ 関係会社に対する資産及び負債

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

売掛金 －千円 216千円

買掛金 4,466千円 4,893千円

支払手形 －千円 6,501千円

(損益計算書関係)

※１ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

仕掛品廃棄損及び評価損等 7,353千円 22,632千円

上記の評価損等のうち、通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額が第65期は

12,385千円、第66期は16,617千円含まれております。

　

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

原材料及び貯蔵品への振替 7,989千円 1,500千円

販売費及び一般管理費への振替 1,638千円 2,169千円

その他 －千円 19千円

　

※３ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

売上原価 9,389千円 20,548千円
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※４ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費の金額は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

57,581千円 65,125千円

　

※５ 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

受取利息及び配当金 2,948千円 2,948千円

※６ 固定資産売却益

固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

機械及び装置 1,093千円 －千円

　

※７ 環境対策費

環境対策費の内訳は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

PCB処理費用（低濃度） 14,512千円 －千円

　上記の費用のうち、第65期における環境対策引当金繰入額は14,512千円であります。

(株主資本等変動計算書関係)

第65期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 23,380,012 ― ― 23,380,012

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 176,475 5,023 ― 181,498

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 5,023株

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　 該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　 該当事項はありません。
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第66期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 23,380,012 ― ― 23,380,012

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 181,498 1,911 ― 183,409

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 1,911株

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　 該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　 該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

現金及び預金 344,188千円 303,180千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △80,000千円 －千円

現金及び現金同等物 264,188千円 303,180千円

(リース取引関係)

１ ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

・有形固定資産

主として、各事業所におけるコンピュータ(工具、器具及び備品)、及び生産設備(機械及び装置)であります。

・無形固定資産

主として、人事給与システム（ソフトウェア）であります。

②リース資産の減価償却の方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は次のとおりであります。

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

１年以内 13,931千円 14,247千円

１年超 4,208千円 8,100千円

合計 18,139千円 22,347千円
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(有価証券関係)

１ その他有価証券

　第65期（平成27年３月31日）

区分
貸借対照表日におけ
る貸借対照表計上額

(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　株式 496,949 164,760 332,188

　債券

　その他 － － －

小計 496,949 164,760 332,188

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

　株式 － － －

　債券

　その他 － － －

小計 － － －

合計 496,949 164,760 332,188

(注) 非上場株式(関係会社株式16,435千円、投資有価証券2,668千円)については、時価を把握することが極

めて困難であるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

　第66期（平成28年３月31日）

区分
貸借対照表日におけ
る貸借対照表計上額

(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　株式 386,103 157,057 229,046

　債券

　その他 － － －

小計 386,103 157,057 229,046

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

　株式 408 420 △11

　債券

　その他 － － －

小計 408 － －

合計 386,512 157,477 229,035

(注) 非上場株式(関係会社株式16,435千円、投資有価証券2,668千円)については、時価を把握することが極

めて困難であるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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２ 事業年度中に売却したその他有価証券

　第65期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

区分
売却額
(千円)

売却益の合計額
（千円)

売却損の合計額
(千円)

　株式 217 99 －

　債券

　その他 10,215 － －

合計 10,432 99 －

　第66期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

区分
売却額
(千円)

売却益の合計額
（千円)

売却損の合計額
(千円)

　株式 22,772 14,993 －

　債券

　その他 － － －

合計 22,772 14,993 －

(退職給付関係)

　１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び複数事業主制度の厚生年金基金

制度を設けております。

確定給付企業年金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給してお

ります。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を

支給しております。

なお、複数事業主制度の厚生年金基金制度は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することがで

きないため、年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。

　

　２．確定給付制度

　(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

退職給付債務の期首残高 635,213 726,063

会計方針の変更による累積的影響額 50,058 －

会計方針の変更を反映した期首残高 685,271 726,063

勤務費用 40,997 42,270

利息費用 6,989 5,227

数理計算上の差異の発生額 18,625 88,230

退職給付の支払額 △25,820 △11,363

退職給付債務の期末残高 726,063 850,428

　

　(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

年金資産の期首残高 363,073 409,637

期待運用収益 7,261 8,192

数理計算上の差異の発生額 15,372 △16,699

事業主からの拠出額 42,043 35,513

退職給付の支払額 △18,114 △7,916

年金資産の期末残高 409,637 428,727
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　(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 508,271 595,326

年金資産 △409,637 △428,727

98,633 166,598

非積立型制度の退職給付債務 217,792 255,102

未積立退職給付債務 316,425 421,700

未認識数理計算上の差異 △40,072 △126,454

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 276,353 295,245

退職給付引当金 276,353 295,245

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 276,353 295,245

　

　(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

勤務費用 40,997 42,270

利息費用 6,989 5,227

期待運用収益 △7,261 △8,192

数理計算上の差異の費用処理額 18,655 18,547

確定給付制度に係る退職給付費用 59,380 57,852

　

　(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

債券 52% 35%

株式 22% 18%

一般勘定 20% 6%

その他 6% 41%

合計 100% 100%

　

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　

　(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎
第65期

(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

割引率 1.02% 0.72%

長期期待運用収益率 2.00% 2.00%

予想昇給率 3.25% 3.25%
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　３．複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、第65期36,176千円、

第66期29,133千円であります。

　(1) 複数事業主制度の積立状況に関する事項

（千円）
第65期

平成26年３月31日現在
第66期

平成27年３月31日現在

年金資産の額 126,998,264 141,419,876

年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金

の額との合計額
146,473,369 157,293,942

差引額 △19,475,104 △15,874,065

　(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

　第65期 0.6％（平成26年３月分）

　第66期 0.6％（平成27年３月分）

　

　(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（第65期21,774,356千円、第66期

21,107,838千円）及び財政上の不足金または剰余金（第65期 剰余金△2,299,251千円、第66期 剰余金△

5,233,772千円）であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

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おります。

当社は、製品の区分別のセグメントから構成されており、「電気・電子」及び「超硬合金」の２つを報告セグメン

トとしております。

「電気・電子」は、タングステン・モリブデン製品、タングステン合金、自動車用電極等その他の製品の製造及び

販売を行っております。「超硬合金」は、鉱山都市土木用工具、超硬合金製品等の製造及び販売を行っております。

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

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」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又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。

セグメント間の振替高は製造原価に基づいております。
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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

第65期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）

財務諸表
計上額

電気・電子 超硬合金 計

売上高

外部顧客への売上高 3,054,090 417,491 3,471,581 ― 3,471,581

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 1,073 1,073 △1,073 ―

計 3,054,090 418,564 3,472,654 △1,073 3,471,581

セグメント利益 6,992 20,675 27,668 ― 27,668

セグメント資産 2,861,672 415,325 3,276,997 1,124,284 4,401,282

その他の項目

減価償却費 73,295 16,650 89,946 ― 89,946

有形固定資産及び無形固定
　資産の増加額

114,951 8,115 123,067 ― 123,067

(注) セグメント資産の調整額は、各セグメントに配分されていない本社管理資産であります。

第66期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）

財務諸表
計上額

電気・電子 超硬合金 計

売上高

外部顧客への売上高 2,865,762 424,464 3,290,227 － 3,290,227

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 11 11 △11 －

計 2,865,762 424,476 3,290,238 △11 3,290,227

セグメント利益又は損失（△） △108,553 8,202 △100,351 － △100,351

セグメント資産 2,813,130 377,235 3,190,366 864,161 4,054,527

その他の項目

減価償却費 88,316 17,177 105,494 － 105,494

有形固定資産及び無形固定
　資産の増加額

79,580 7,893 87,473 － 87,473

(注) セグメント資産の調整額は、各セグメントに配分されていない本社管理資産であります。
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(持分法損益等)

持分法を適用する関連会社がないので、該当事項はありません。

(１株当たり情報)

項目 第65期 第66期

１株当たり純資産額 82.46円 79.68円

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額（△）
△0.19円 0.24円

(注) １ 第65期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、また、１株当たり当

期純損失金額であるため、記載しておりません。

第66期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

２ 算定上の基礎

(1) １株当たり純資産額

第65期 第66期

純資産の部の合計額(千円) 1,913,001 1,848,378

普通株式に係る純資産額(千円) 1,913,001 1,848,378

普通株式の発行済株式数(株) 23,380,012 23,380,012

普通株式の自己株式数(株) 181,498 183,409

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(株)

23,198,514 23,196,603

(2) １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）

第65期 第66期

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）
(千円)

△4,297 5,482

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純
損失金額（△）(千円)

△4,297 5,482

普通株式の期中平均株式数(株) 23,200,278 23,197,293

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円)
対前期増
減率(％)

電気・電子 2,989,130 △9.5

超硬合金 406,242 △5.9

合 計 3,395,373 △9.1

　（注）１ 金額は平均販売価格によっております。

２ セグメント間取引については、相殺消去しております。

３ 記載金額には消費税等は含まれておりません。

４ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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② 受注実績

当事業年度における受注実績及び受注残高をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円)
対前期増
減率(％)

受注残高(千円)
対前期増
減率(％)

電気・電子 2,930,569 △9.8 143,905 △29.8

超硬合金 430,774 3.5 29,683 217.4

合 計 3,361,344 △8.3 173,588 △19.0

　（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。

２ 記載金額には消費税等は含まれておりません。

３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

　

③ 販売実績

　 当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品 種 販売高(千円)
対前期増
減率(％)

電気・電子

　タングステン製品 728,095 0.0

　モリブデン製品 867,260 △7.9

タングステン・モリブデン製品計 1,595,355 △4.4

合金及び電気・電子部品 528,292 15.4

その他の製品 742,113 △20.0

電気・電子合計 2,865,762 △6.2

超硬合金 超硬合金製品 424,464 1.7

合 計 3,290,227 △5.2

　（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。

　 ２ 記載金額には消費税等は含まれておりません。

　 ３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期の業績（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

（１）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 ％

28年３月期 3,315 △11.9 △73 － △66 － △58 －

27年３月期 3,764 1.1 72 72.8 95 117.6 72 △20.5
　

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

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 ％ ％ ％

　28年３月期 △2.51 － △2.8 △1.5 △2.2

　27年３月期 3.12 － 3.6 2.1 1.9

(参考) 持分法投資損益 　28年３月期 －百万円 27年３月期 －百万円
　

（２）財政状態

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

　28年３月期 4,191 1,985 47.4 85.60

　27年３月期 4,602 2,114 45.9 91.13

(参考) 自己資本 　28年３月期 1,985百万円 27年３月期 2,114百万円
　

（３）キャッシュ・フローの状況

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

　28年３月期 231 △0 △192 303

　27年３月期 △150 △123 △57 264

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 ％ ％

27年３月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

28年３月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

29年３月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00 ―

　

３．平成29年３月期の業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 3,445 3.9 40 ― 35 ― 60 ― 2.59
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※ 注記事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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

（２）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期 23,380,012 株 27年３月期 23,380,012 株

② 期末自己株式数 28年３月期 183,409 株 27年３月期 181,498 株

③ 期中平均株式数 28年３月期 23,197,293 株 27年３月期 23,200,278 株

　

※ 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が実施中です。

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分

析」をご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当事業年度（平成27年４月１日～平成28年３月31日）におけるわが国経済は、12月までは、政府の経済政策や日銀の

金融緩和策を背景に輸出企業を中心とした企業業績の回復や雇用・所得環境に改善がみられ、景気は緩やかな回復が続

いておりましたが、米国の利上げ後、平成28年１月に入り、低迷している新興国からの投資資金の流出や現地通貨安に

拍車がかかり、加えて原油等の国際商品価格の下落や中国経済の減速による世界同時株安、急速な円高が進み、これら

の対策として日銀がマイナス金利政策を導入しましたが、即効的な効果が見られず、日本経済を取り巻く環境は一層厳

しさを増しております。

　このような状況下、当社は安定した利益の確保を最重要課題に掲げ、売上高の確保及び材料歩留改善、生産性改善、

購入価格低減、固定費削減等の原価低減活動に注力しましたが、太陽光パネル等の製造方法の変革に伴う消耗資材の販

売減少、顧客の在庫調整による自動車用部品販売の減少や原材料価格の下落等により、売上高は、前期3,764百万円に対

し11.9％減の3,315百万円となりました。

損益面は、鋭意、原価低減活動に努めましたが、売上の減少をカバーすることができず、また原材料価格の下落に伴

う在庫評価減により、営業損失73百万円（前期 営業利益72百万円）、経常損失66百万円（前期 経常利益95百万円）、

当期純損失58百万円（前期 当期純利益72百万円）となりました。

　セグメント区分別の状況は、次のとおりであります。

（電気・電子）

　タングステン・モリブデン製品は、モリブデン製品の減少に対し、タングステン製品の拡販に努めましたが、売上高

は、前期比73百万円減の1,595百万円（前期 1,669百万円）となりました。

合金及び電気・電子部品は、光通信用製品の拡販により、売上高は、前期比70百万円増の528百万円（前期 457百万

円）となりました。

その他製品は、太陽光パネル用の消耗資材販売の減少及び顧客の在庫調整による自動車用部品販売の減少により、売

上高は、前期比453百万円減の767百万円（前期 1,220百万円）と大幅な減少となりました。

この結果、電気・電子合計の売上高は、前期比456百万円減の2,890百万円（前期 3,346百万円）、営業損失は82百万

円（前期 営業利益52百万円）となりました。

（超硬合金）

　超硬合金は概ね堅調に推移し、売上高は424百万円（前期 417百万円）となり、営業利益は8百万円（前期 20百万

円）となりました。

②次期の業績見通し

　次期におけるわが国経済は、政府や日銀の諸政策により、引き続き緩やかな回復を続けるものと予測しておりますが、

消費者マインドに弱さがあり、中国を始めとする海外経済の下振れや円高基調による企業業績悪化等により、更に厳し

い環境となる懸念もあります。

当社事業分野では、光通信用製品の販売は世界的なモバイル化の進展により、超硬合金も、オリンピック、リニア新

幹線の需要で堅調に推移すると計画しています。また、自動車部品販売も顧客の在庫調整が終わり、増加に転じると予

測しております。

一方、タングステン・モリブデン製品は道路照明や投光照明へのＬＥＤ化の拡大による販売減少を予測しております。

　なお、平成28年６月１日に現行の退職給付制度の一部を確定拠出年金制度へ移行することにより、退職給付会計の終

了損益として特別利益約30百万円の計上を見込んでおります。

（２）財政状態に関する分析

　①資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

　当事業年度末における流動資産は2,504百万円（前事業年度末 2,792百万円）となり、288百万円減少しました。

　主たる要因は、売掛金248百万円の減少及び現金及び預金41百万円の減少によるものであります。

（固定資産）

　当事業年度末における固定資産は1,687百万円（前事業年度末 1,809百万円）となり、122百万円減少しました。
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　主たる要因は、投資有価証券110百万円の減少によるものであります。

（流動負債）

　当事業年度末における流動負債は1,204百万円（前事業年度末 1,654百万円）となり、449百万円減少しました。

　主たる要因は、短期借入金390百万円の減少及び買掛金73百万円の減少によるものであります。

（固定負債）

　当事業年度末における固定負債は1,001百万円（前事業年度末 833百万円）となり、167万円増加しました。

　主たる要因は、長期借入金192百万円の増加によるものであります。

（純資産）

　当事業年度末における純資産は1,985百万円（前事業年度末 2,114百万円）となり、128百万円減少しました。

　主たる要因は、当期純損失58百万円の計上及び株価の下落に伴う評価・換算差額等69百万円の減少によるものであり

ます。

　②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ38百万円増加し、303百

万円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・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）

　営業活動による資金は231百万円の増加（前事業年度は150百万円の減少）となりました。

　主な要因は、税引前当期純損失51百万円（資金の減少）、減価償却費105百万円（資金の増加）、売上債権の減少224

百万円（資金の増加）であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金は0百万円の減少（前事業年度は123百万円の減少）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金は 192百万円の減少（前事業年度は57百万円の減少）となりました。

　主な要因は、有利子負債の純減少額138百万円、リース債務の返済による支出38百万円、利息の支払15百万円でありま

す。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期
平成28年３月期
(当事業年度)

自己資本比率（％） 49.9 46.6 46.6 45.9 47.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

42.9 40.2 64.1 69.6 59.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

3.0 ― 389.5 ― 4.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

16.0 ― 0.2 ― 15.1

　 （注） １．下記の方法で算出しております。

　 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/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

　 ２．株式時価総額 期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）

　 ３．有利子負債 期末日における借入金残高であります。

　 ４．営業キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー計算書における「営業活動による

　 キャッシュ・フロー」であります。

　 ５．利払い キャッシュ・フロー計算書における「利息の支払額」

　 であります。

　 ６．平成25年３月期及び平成27年３月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのためキャッシュ・フロー

　 対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は事業活動から得られた成果の配分を重要な経営課題としており、業績を反映した株主各位への利益還元を

重視する一方、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実を総合的に勘案し、利益配当の額を決定することを

基本方針としております。

　当期は、当期純損失の計上となり、誠に遺憾でありますが、引き続き無配とさせていただきます。

　次期の業績予想につきましては、サマリー情報「平成29年３月期の業績予想」に記載しておりますが、十分な配

当原資の確保には至らない見通しであり、次期の配当につきましても無配の予定とさせていただきます。

（４）事業等のリスク

最近の有価証券報告書（平成27年６月26日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため、開示

を省略いたします。

２．企業集団の状況

直近の有価証券報告書（平成27年６月26日提出）における「事業系統図」（事業の内容）及び「関係会社の

状況」から重要な変更がないため、開示を省略いたします。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略

平成27年３月期決算短信（平成27年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略いたします。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ウェブサイト）

http://www.tohokinzoku.co.jp

(東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報検索ページ））

http://www.jpx.co.jp/listing/co-search/index.html

　

（４）会社の対処すべき課題

適正な利益を継続的に確保すべく、以下の重点政策に取り組んで参ります。

①販売力・購買力の強化

・新規製品の販売活動の強化及び既存製品の拡販。

・価格競争力を高め、利益基盤を強化するためグローバルでの最適購買を目指す。

②モノづくり力を高める

・工法改革、ロボット導入、作業管理の強化による生産性の向上。

・納期短縮改善及び顧客迷惑度“0”の品質を目指し、顧客信頼度を高める。

③技術・開発力の向上

・開発マネジメントの強化を図り、研究開発効率を高める。

・販売活動と連動した戦略的商品の開発により拡販に貢献する。

・市場ニーズを先取りした商品開発。

④企業価値の向上

・ガバナンスの強化及び内部統制の強化。

・安全、安心な快適職場を目指す。

・人、地域、地球にやさしいＥＣＯライフの実現。

　

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準の財務諸表を作成する方針を採

っております。

　今後につきましては、国内同業他社の国際会計基準の適用動向及び外国人株主比率の推移等を踏まえ、国際会計

基準の適用について検討を進めていく方針であります。

決算短信（宝印刷） 2016年05月12日 15時18分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



東邦金属株式会社(5781) 平成28年３月期 決算短信

5

５．財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 344,188 303,180

受取手形 237,871 261,479

売掛金 1,113,298 865,042

商品及び製品 107,783 122,682

仕掛品 628,115 621,552

原材料及び貯蔵品 342,362 306,752

前払費用 26,204 27,708

その他 4,532 6,128

貸倒引当金 △11,495 △9,918

流動資産合計 2,792,862 2,504,610

固定資産

有形固定資産

建物 1,302,841 1,306,277

減価償却累計額 △1,161,589 △1,172,713

建物（純額） 141,252 133,563

構築物 173,664 171,564

減価償却累計額 △161,396 △160,447

構築物（純額） 12,268 11,117

機械及び装置 4,378,093 4,370,123

減価償却累計額 △4,300,758 △4,277,475

機械及び装置（純額） 77,334 92,647

車両運搬具 8,233 7,815

減価償却累計額 △8,233 △7,815

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 695,405 674,532

減価償却累計額 △658,775 △641,608

工具、器具及び備品（純額） 36,629 32,924

土地 782,785 782,785

リース資産 241,109 218,101

減価償却累計額 △132,544 △136,036

リース資産（純額） 108,565 82,065

建設仮勘定 3,452 －

有形固定資産合計 1,162,287 1,135,104

無形固定資産

ソフトウエア 5,011 5,495

ソフトウエア仮勘定 － 12,030

リース資産 5,584 4,997

電話加入権 4,084 4,084

無形固定資産合計 14,679 26,607

投資その他の資産

投資有価証券 499,618 389,181

関係会社株式 16,435 16,435

従業員に対する長期貸付金 3,907 3,847

長期前払費用 8,620 3,320

その他 115,946 124,725

貸倒引当金 △12,055 △12,050

投資その他の資産合計 632,472 525,459

固定資産合計 1,809,440 1,687,171

資産合計 4,602,302 4,191,782
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(単位：千円)

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 102,086 147,966

買掛金 288,960 215,666

短期借入金 820,000 430,000

1年内返済予定の長期借入金 133,652 192,552

リース債務 35,372 33,281

未払金 162,590 92,431

未払法人税等 13,267 12,247

未払費用 20,102 21,252

前受金 9,726 101

預り金 5,869 6,310

賞与引当金 48,721 46,846

設備関係支払手形 14,162 6,148

流動負債合計 1,654,510 1,204,806

固定負債

長期借入金 333,241 525,689

リース債務 69,723 44,140

繰延税金負債 82,189 48,607

退職給付引当金 276,353 295,245

役員退職慰労引当金 49,865 61,165

環境対策引当金 14,512 15,701

資産除去債務 7,884 10,791

固定負債合計 833,769 1,001,341

負債合計 2,488,280 2,206,148

純資産の部

株主資本

資本金 2,531,828 2,531,828

資本剰余金

その他資本剰余金 237,794 237,794

資本剰余金合計 237,794 237,794

利益剰余金

繰越利益剰余金 △880,729 △939,013

利益剰余金合計 △880,729 △939,013

自己株式 △26,260 △26,546

株主資本合計 1,862,633 1,804,063

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 251,389 181,570

評価・換算差額等合計 251,389 181,570

純資産合計 2,114,022 1,985,633

負債純資産合計 4,602,302 4,191,782
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（２）損益計算書

(単位：千円)
第65期

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 3,764,391 3,315,165

売上原価

製品期首たな卸高 105,700 107,783

当期製品製造原価 2,925,809 2,865,291

当期商品仕入高 253,745 6,260

他勘定受入高 7,353 22,632

合計 3,292,608 3,001,967

他勘定振替高 9,627 3,689

製品期末たな卸高 107,783 122,682

売上原価合計 3,175,197 2,875,595

売上総利益 589,193 439,569

販売費及び一般管理費

役員報酬 53,591 67,104

従業員給料及び手当 201,023 194,620

賞与引当金繰入額 11,482 11,482

役員退職慰労引当金繰入額 10,700 11,300

貸倒引当金繰入額 2,661 △1,571

退職給付費用 19,610 18,342

減価償却費 19,875 21,256

その他 197,332 190,941

販売費及び一般管理費合計 516,276 513,476

営業利益又は営業損失（△） 72,917 △73,906

営業外収益

受取利息及び配当金 12,698 14,328

為替差益 13,008 4,824

補助金収入 10,092 2,883

その他 14,293 1,990

営業外収益合計 50,092 24,025

営業外費用

支払利息 20,021 15,369

支払手数料 3,345 -

その他 4,091 1,066

営業外費用合計 27,458 16,435

経常利益又は経常損失（△） 95,551 △66,317

特別利益

投資有価証券売却益 - 14,993

固定資産売却益 1,093 -

特別利益合計 1,093 14,993

特別損失

環境対策費 14,512 -

特別損失合計 14,512 -

税引前当期純利益又は税引前当期純損失
（△）

82,131 △51,323

法人税、住民税及び事業税 10,039 7,207

法人税等調整額 △382 △247

法人税等合計 9,657 6,959

当期純利益又は当期純損失（△） 72,474 △58,283
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（３）株主資本等変動計算書

　第65期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 2,531,828 237,794 237,794 △903,146 △903,146

会計方針の変更による
累積的影響額

△50,058 △50,058

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

2,531,828 237,794 237,794 △953,204 △953,204

当期変動額

当期純利益又は当期純
損失（△）

72,474 72,474

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― 72,474 72,474

当期末残高 2,531,828 237,794 237,794 △880,729 △880,729

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △25,659 1,840,817 165,777 165,777 2,006,594

会計方針の変更による
累積的影響額

△50,058 △50,058

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

△25,659 1,790,759 165,777 165,777 1,956,536

当期変動額

当期純利益又は当期純
損失（△）

72,474 72,474

自己株式の取得 △600 △600 △600

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

85,611 85,611 85,611

当期変動額合計 △600 71,874 85,611 85,611 157,485

当期末残高 △26,260 1,862,633 251,389 251,389 2,114,022
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第66期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 2,531,828 237,794 237,794 △880,729 △880,729

会計方針の変更による
累積的影響額

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

2,531,828 237,794 237,794 △880,729 △880,729

当期変動額

当期純利益又は当期純
損失（△）

△58,283 △58,283

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― △58,283 △58,283

当期末残高 2,531,828 237,794 237,794 △939,013 △939,013

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △26,260 1,862,633 251,389 251,389 2,114,022

会計方針の変更による
累積的影響額

― ―

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

△26,260 1,862,633 251,389 251,389 2,114,022

当期変動額

当期純利益又は当期純
損失（△）

△58,283 △58,283

自己株式の取得 △286 △286 △286

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△69,818 △69,818 △69,818

当期変動額合計 △286 △58,569 △69,818 △69,818 △128,388

当期末残高 △26,546 1,804,063 181,570 181,570 1,985,633
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
第65期

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 82,131 △51,323

減価償却費 89,946 105,494

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,017 △1,582

賞与引当金の増減額（△は減少） 788 △1,875

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,631 18,891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,500 11,300

環境対策引当金の増減額（△は減少） 14,512 1,189

受取利息及び受取配当金 △12,698 △14,328

固定資産売却損益（△は益） △1,093 －

投資有価証券売却損益（△は益） △99 △14,993

支払利息 20,021 15,369

固定資産除却損 37 140

売上債権の増減額（△は増加） △288,117 224,647

たな卸資産の増減額（△は増加） △130,418 27,273

仕入債務の増減額（△は減少） △17,137 △27,413

その他 84,377 △50,270

小計 △142,599 242,519

法人税等の支払額 △9,318 △10,903

法人税等の還付額 1,358 365

営業活動によるキャッシュ・フロー △150,559 231,981

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 △80,000 －

定期預金の払戻による収入 － 80,000

有形固定資産の取得による支出 △59,365 △90,333

有形固定資産の売却による収入 2,000 －

無形固定資産の取得による支出 － △15,433

投資有価証券の取得による支出 △1,040 △360

投資有価証券の売却による収入 10,432 22,627

利息及び配当金の受取額 12,698 14,328

その他 △8,512 △11,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △123,786 △312

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（△は減少） △30,000 △390,000

長期借入れによる収入 490,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △455,807 △198,652

リース債務の返済による支出 △41,932 △38,034

利息の支払額 △18,894 △15,407

自己株式の取得による支出 △600 △286

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,235 △192,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 406 △296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △331,175 38,991

現金及び現金同等物の期首残高 595,364 264,188

現金及び現金同等物の期末残高 264,188 303,180
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（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

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

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

商品及び製品、仕掛品

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

３ デリバティブ

時価法

４ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法。

なお、電気・電子部品生産設備の一部については当社所定の耐用年数(３年)によっております。

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。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ７年～38年

機械及び装置 ３年～７年

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

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

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

５ 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権・貸付金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

権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
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役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

なお、当事業年度においては、支給見込がないため計上しておりません。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、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（４年）による定額法により費用

処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度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（１０年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金

役員退職金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

環境対策引当金

環境対策を目的とした支出に備えるため、当事業年度における支出見込額を計上しております。

６ 外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は期末日直物為替相場により、円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

７ ヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。但し、ヘッジ有効性がない取引については評価差額を損益と

して処理しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっており

ます。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金

(ハ)ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る為替相

場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、

両者の変動額等を基礎にして判断しております。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効

性の評価を省略しております。

８ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３カ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であります。
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９ その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

　前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は、営業外収益総額の100分

の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させる

ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取保険金」9,154千円、「その

他」5,138千円は、「その他」14,293千円として組み替えております。

　

(追加情報)

（法人税等の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）

　「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月29日に国会

で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年４月１日以降解消

されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.22％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成

28年4月１日から平成30年３月31日までのものは30.81％、平成30年４月１日以降のものについては30.58％にそれぞ

れ変更されております。

　この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

(貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

工場財団

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

科目

　提供している担保

　 建物 26,956千円 24,029千円

　 構築物 9,958千円 9,234千円

　 機械及び装置 5,458千円 5,319千円

　 土地 510,445千円 510,445千円

計 552,819千円 549,029千円

　借入債務等

　 １年内返済予定の長期借入金 93,403千円 152,681千円

　 長期借入金 266,388千円 423,624千円

計 359,791千円 576,305千円
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その他

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

科目

　提供している担保

　 建物 6,534千円 5,864千円

　 構築物 35千円 27千円

　 土地 272,339千円 272,339千円

　 投資有価証券 302,069千円 227,707千円

計 580,978千円 505,939千円

　借入債務等

　 １年内返済予定の長期借入金 40,249千円 39,871千円

　 長期借入金 66,853千円 102,065千円

計 107,102千円 141,936千円

※２ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく

事業年度末日の借入実行残高は次のとおりであります。

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

当座貸越極度額
及び貸出コミットメントの総額

1,350,000千円 1,250,000千円

借入実行残高 820,000千円 430,000千円

差引額 530,000千円 820,000千円

　

※３ 関係会社に対する資産及び負債

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

売掛金 －千円 216千円

買掛金 4,466千円 4,893千円

支払手形 －千円 6,501千円

(損益計算書関係)

※１ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

仕掛品廃棄損及び評価損等 7,353千円 22,632千円

上記の評価損等のうち、通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額が第65期は

12,385千円、第66期は16,617千円含まれております。

　

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

原材料及び貯蔵品への振替 7,989千円 1,500千円

販売費及び一般管理費への振替 1,638千円 2,169千円

その他 －千円 19千円

　

※３ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

売上原価 9,389千円 20,548千円
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※４ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費の金額は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

57,581千円 65,125千円

　

※５ 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

受取利息及び配当金 2,948千円 2,948千円

※６ 固定資産売却益

固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

機械及び装置 1,093千円 －千円

　

※７ 環境対策費

環境対策費の内訳は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

PCB処理費用（低濃度） 14,512千円 －千円

　上記の費用のうち、第65期における環境対策引当金繰入額は14,512千円であります。

(株主資本等変動計算書関係)

第65期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 23,380,012 ― ― 23,380,012

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 176,475 5,023 ― 181,498

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 5,023株

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　 該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　 該当事項はありません。
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第66期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 23,380,012 ― ― 23,380,012

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 181,498 1,911 ― 183,409

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 1,911株

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　 該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　 該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

現金及び預金 344,188千円 303,180千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △80,000千円 －千円

現金及び現金同等物 264,188千円 303,180千円

(リース取引関係)

１ ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

・有形固定資産

主として、各事業所におけるコンピュータ(工具、器具及び備品)、及び生産設備(機械及び装置)であります。

・無形固定資産

主として、人事給与システム（ソフトウェア）であります。

②リース資産の減価償却の方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は次のとおりであります。

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

１年以内 13,931千円 14,247千円

１年超 4,208千円 8,100千円

合計 18,139千円 22,347千円
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(有価証券関係)

１ その他有価証券

　第65期（平成27年３月31日）

区分
貸借対照表日におけ
る貸借対照表計上額

(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　株式 496,949 164,760 332,188

　債券

　その他 － － －

小計 496,949 164,760 332,188

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

　株式 － － －

　債券

　その他 － － －

小計 － － －

合計 496,949 164,760 332,188

(注) 非上場株式(関係会社株式16,435千円、投資有価証券2,668千円)については、時価を把握することが極

めて困難であるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

　第66期（平成28年３月31日）

区分
貸借対照表日におけ
る貸借対照表計上額

(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　株式 386,103 157,057 229,046

　債券

　その他 － － －

小計 386,103 157,057 229,046

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

　株式 408 420 △11

　債券

　その他 － － －

小計 408 － －

合計 386,512 157,477 229,035

(注) 非上場株式(関係会社株式16,435千円、投資有価証券2,668千円)については、時価を把握することが極

めて困難であるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

決算短信（宝印刷） 2016年05月12日 15時18分 19ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



東邦金属株式会社(5781) 平成28年３月期 決算短信

18

２ 事業年度中に売却したその他有価証券

　第65期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

区分
売却額
(千円)

売却益の合計額
（千円)

売却損の合計額
(千円)

　株式 217 99 －

　債券

　その他 10,215 － －

合計 10,432 99 －

　第66期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

区分
売却額
(千円)

売却益の合計額
（千円)

売却損の合計額
(千円)

　株式 22,772 14,993 －

　債券

　その他 － － －

合計 22,772 14,993 －

(退職給付関係)

　１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び複数事業主制度の厚生年金基金

制度を設けております。

確定給付企業年金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給してお

ります。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を

支給しております。

なお、複数事業主制度の厚生年金基金制度は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することがで

きないため、年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。

　

　２．確定給付制度

　(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

退職給付債務の期首残高 635,213 726,063

会計方針の変更による累積的影響額 50,058 －

会計方針の変更を反映した期首残高 685,271 726,063

勤務費用 40,997 42,270

利息費用 6,989 5,227

数理計算上の差異の発生額 18,625 88,230

退職給付の支払額 △25,820 △11,363

退職給付債務の期末残高 726,063 850,428

　

　(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

年金資産の期首残高 363,073 409,637

期待運用収益 7,261 8,192

数理計算上の差異の発生額 15,372 △16,699

事業主からの拠出額 42,043 35,513

退職給付の支払額 △18,114 △7,916

年金資産の期末残高 409,637 428,727
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　(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 508,271 595,326

年金資産 △409,637 △428,727

98,633 166,598

非積立型制度の退職給付債務 217,792 255,102

未積立退職給付債務 316,425 421,700

未認識数理計算上の差異 △40,072 △126,454

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 276,353 295,245

退職給付引当金 276,353 295,245

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 276,353 295,245

　

　(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）

第65期
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

勤務費用 40,997 42,270

利息費用 6,989 5,227

期待運用収益 △7,261 △8,192

数理計算上の差異の費用処理額 18,655 18,547

確定給付制度に係る退職給付費用 59,380 57,852

　

　(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

第65期
(平成27年３月31日)

第66期
(平成28年３月31日)

債券 52% 35%

株式 22% 18%

一般勘定 20% 6%

その他 6% 41%

合計 100% 100%

　

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　

　(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎
第65期

(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第66期
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

割引率 1.02% 0.72%

長期期待運用収益率 2.00% 2.00%

予想昇給率 3.25% 3.25%
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　３．複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、第65期36,176千円、

第66期29,133千円であります。

　(1) 複数事業主制度の積立状況に関する事項

（千円）
第65期

平成26年３月31日現在
第66期

平成27年３月31日現在

年金資産の額 126,998,264 141,419,876

年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金

の額との合計額
146,473,369 157,293,942

差引額 △19,475,104 △15,874,065

　(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

　第65期 0.6％（平成26年３月分）

　第66期 0.6％（平成27年３月分）

　

　(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（第65期21,774,356千円、第66期

21,107,838千円）及び財政上の不足金または剰余金（第65期 剰余金△2,299,251千円、第66期 剰余金△

5,233,772千円）であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

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おります。

当社は、製品の区分別のセグメントから構成されており、「電気・電子」及び「超硬合金」の２つを報告セグメン

トとしております。

「電気・電子」は、タングステン・モリブデン製品、タングステン合金、自動車用電極等その他の製品の製造及び

販売を行っております。「超硬合金」は、鉱山都市土木用工具、超硬合金製品等の製造及び販売を行っております。

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

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」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又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。

セグメント間の振替高は製造原価に基づいております。
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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

第65期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）

財務諸表
計上額

電気・電子 超硬合金 計

売上高

外部顧客への売上高 3,346,900 417,491 3,764,391 － 3,764,391

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 1,073 1,073 △1,073 －

計 3,346,900 418,564 3,765,464 △1,073 3,764,391

セグメント利益 52,241 20,675 72,917 － 72,917

セグメント資産 3,194,408 415,325 3,609,733 992,569 4,602,302

その他の項目

減価償却費 73,295 16,650 89,946 － 89,946

有形固定資産及び無形固定
　資産の増加額

114,951 8,115 123,067 － 123,067

(注) セグメント資産の調整額は、各セグメントに配分されていない本社管理資産であります。

第66期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）

財務諸表
計上額

電気・電子 超硬合金 計

売上高

外部顧客への売上高 2,890,700 424,464 3,315,165 － 3,315,165

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 11 11 △11 －

計 2,890,700 424,476 3,315,177 △11 3,315,165

セグメント利益又は損失（△） △82,109 8,202 △73,906 － △73,906

セグメント資産 2,985,763 377,235 3,362,998 828,783 4,191,782

その他の項目

減価償却費 88,316 17,177 105,494 － 105,494

有形固定資産及び無形固定
　資産の増加額

79,580 7,893 87,473 － 87,473

(注) セグメント資産の調整額は、各セグメントに配分されていない本社管理資産であります。
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(持分法損益等)

持分法を適用する関連会社がないので、該当事項はありません。

(１株当たり情報)

項目 第65期 第66期

１株当たり純資産額 91.13円 85.60円

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額（△）
3.12円 △2.51円

(注) １ 第65期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

　 第66期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、また、１株当たり

　 当期純損失金額であるため、記載しておりません。

２ 算定上の基礎

(1) １株当たり純資産額

第65期 第66期

純資産の部の合計額(千円) 2,114,022 1,985,633

普通株式に係る純資産額(千円) 2,114,022 1,985,633

普通株式の発行済株式数(株) 23,380,012 23,380,012

普通株式の自己株式数(株) 181,498 183,409

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(株)

23,198,514 23,196,603

(2) １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）

第65期 第66期

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）
(千円)

72,474 △58,283

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純
損失金額（△）(千円)

72,474 △58,283

普通株式の期中平均株式数(株) 23,200,278 23,197,293

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円)
対前期増
減率(％)

電気・電子 2,989,130 △9.5

超硬合金 406,242 △5.9

合 計 3,395,373 △9.1

　（注）１ 金額は平均販売価格によっております。

２ セグメント間取引については、相殺消去しております。

３ 記載金額には消費税等は含まれておりません。

４ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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② 受注実績

当事業年度における受注実績及び受注残高をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円)
対前期増
減率(％)

受注残高(千円)
対前期増
減率(％)

電気・電子 2,930,569 △9.8 143,905 △29.8

超硬合金 430,774 3.5 29,683 217.4

合 計 3,361,344 △8.3 173,588 △19.0

　（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。

２ 記載金額には消費税等は含まれておりません。

３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

　

③ 販売実績

　 当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品 種 販売高(千円)
対前期増
減率(％)

電気・電子

　タングステン製品 728,095 0.0

　モリブデン製品 867,260 △7.9

タングステン・モリブデン製品計 1,595,355 △4.4

合金及び電気・電子部品 528,292 15.4

その他の製品 767,052 △37.1

電気・電子合計 2,890,700 △13.6

超硬合金 超硬合金製品 424,464 1.7

合 計 3,315,165 △11.9

　（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。

　 ２ 記載金額には消費税等は含まれておりません。

　 ３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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