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決   算   公   告  

 
自  平成２６年  ４月  １日 
至  平成２７年  ３月３１日 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山口県宇部市大字小串１９８５番地 
（山口県宇部市相生町８番１号） 
宇 部 マ テ リ ア ル ズ 株 式 会 社 E 
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１．貸借対照表（平成 27年 3月 31日現在） 

科  目 金 額（百万円） 科  目 金 額（百万円） 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 23,941 流動負債 10,197 

 現金及び預金 2,075  支払手形 630 

 受取手形 843  買掛金 4,166 

 売掛金 11,188  短期借入金 1,000 

 商品及び製品 2,634  リース債務 38 

仕掛品 1,211  未払金 1,580 

 原材料及び貯蔵品 1,320  未払費用 139 

 前払費用 31  未払法人税等 444 

 未収入金 158  未払消費税等 243 

 関係会社短期貸付金 447  前受金 23 

関係会社預け金 3,769  預り金 27 

 繰延税金資産 271  賞与引当金 557 

 その他 12  役員賞与引当金 41 

貸倒引当金 △24  設備支払手形 237 

  設備未払金 1,066 

    

固定資産 16,896 固定負債 606 

 有形固定資産 13,668  リース債務 55 

  建物 2,473  退職給付引当金 96 

  構築物 959  役員退職慰労引当金 98 

  機械装置 5,005  資産除去債務 86 

  車両運搬具 0  その他 270 

  工具器具備品 193    

  土地 4,919 負債合計 10,803 

  リース資産 88   

  建設仮勘定 27 （純資産の部）  

  株主資本 29,871 

無形固定資産 335  資本金 4,047 

  ソフトウェア 326  資本剰余金 866 

  その他 8   資本準備金 3 

    その他資本剰余金 862 

 投資その他の資産 2,892  利益剰余金 24,957 

投資有価証券 869   利益準備金 1,306 

  関係会社株式 137   その他利益剰余金  

  従業員長期貸付金 0    別途積立金 16,145 

  長期前払費用 84 繰越利益剰余金 7,505 

前払年金費用 1,336    

  繰延税金資産 52   

  その他 412 評価・換算差額等 163 

    その他有価証券評価差額金 163 

      

  純資産合計 30,034 

資産合計 40,837 負債及び純資産合計 40,837 
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２．損益計算書（自平成 26年 4月 1日 至平成 27年 3月 31日） 

科  目 金 額（百万円） 金 額（百万円） 

   

売上高  38,956 

売上原価  29,452 

  売上総利益  9,503 

   

販売費及び一般管理費  6,944 

  営業利益  2,559 

   

営業外収益   

 受取利息及び配当金 19  

 その他 189 209 

   

営業外費用   

 支払利息 13  

 その他 122 136 

  経常利益  2,632 

   

特別損失   

  固定資産廃棄損 124  

  減損損失 22 146 

  税引前当期純利益  2,485 

   

法人税、住民税及び事業税 745  

法人税等調整額 174 919 

  当期純利益  1,566 
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３．個別注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

  子会社株式 

   及び関連会社株式 
移動平均法による原価法 

  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 

 ただし、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出

しております。 

    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 

   商品及び製品 

   仕掛品 

原価法（総平均法） 

原価法（総平均法） 

   原材料及び貯蔵品 原価法（総平均法） 

（いずれも、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

２．固定資産の減価償却方法 

(1) 有形固定資産 定率法 

 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

によっております。 

(2) 無形固定資産 定額法 

 

 

(3) リース資産 

なお、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

く定額法によっております。 

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、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

(4) 長期前払費用 定額法 

３．引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

及び破産更生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。 

(2) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき

額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額

を計上しております。 

(4) 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、当事業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。 

また、過去勤務費用は 5年で定額償却し、数理計算上の差異額は翌事業年度より 10年で

定額償却することとしております。 

なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差

異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産へ計上し

ております。 

(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労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。 

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 
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（会計方針の変更） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26号 平成 24年５月 17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25号 平成 24年５月 17日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35項本文及び退職給付適用指針第 67項本文に掲げられた定めにつ

いて当事業年度の期首より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法

を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した

年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用

する方法へ変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度

の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。 

この結果、当事業年度の期首の前払年金費用が 236百万円増加、退職給付引当金が４百万円増加するとともに利益

剰余金が 149百万円増加しております。 

なお、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務 

  担保に供している資産（括弧内は内数で工場財団分） 

    建  物 140 百万円 （ 140 百万円） 

    構築物 21  （ 21    ） 

    機械装置 11  （ 11    ） 

    土  地 1,091  （ 1,074    ） 

    合  計 1,264  （ 1,247    ） 

  

  上記に対応する債務  

    短期借入金 200 百万円   

  

２．有形固定資産の減価償却累計額   

      56,620 百万円 

なお、減価償却累計額には減損損失累計額 222百万円が含まれております。  

    

３．保証債務    

大豊物流㈱ 8 百万円 (リース会社への支払債務に対する保証) 

     その他３社  9   (リース会社への支払債務に対する保証) 

    

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

 短期金銭債権  4,535 百万円    

 短期金銭債務  2,092     

        

（税効果会計に関する注記） 

   繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金の否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証

券評価差額金であります。 

   なお、発生した繰延税金負債は、繰延税金資産と相殺のうえ、繰延税金資産の純額を貸借対照表に表示しておりま

す。 

  

 

 

 

 

 



宇部マテリアルズ株式会社 
 

- 6 - 
 

（関連当事者との取引に関する注記） 

  １．親会社 

属性 
会社等 

の名称 

議決権等の 

所有（被所有） 

割合 

関連当事者との

関係 
取引の内容 

取引金額

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

親会社 
宇部興産 

株式会社 

被所有 

直接100.00％ 

原材料の購入 

役員の兼任 

 

主要原材料の購入等 

（注２） 

3,852 買掛金 1,177 

 

資金の預入及び払戻 

（注３） 

1,964 
関係会社

預け金 
3,769 

 （注１）取引金額は消費税等を含まず、残高は消費税等を含めて表示しております。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注２）主要原材料の購入等における取引条件は、市場価格等を勘案し、交渉の上決定しております。 

 （注３）資金の預入及び払戻については、市場金利を勘案し、交渉の上決定しております。 

     なお、資金の預入及び払戻に係る取引金額は期末残高の増減額を記載しており、預入の純額（△は払戻）であ

ります。 

  ２．子会社 

属性 
会社等 

の名称 

議決権等の 

所有（被所有） 

割合 

関連当事者との

関係 
取引の内容 

取引金額

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

子会社 
株式会社 

東北鉄興社 

所有 

 直接100.00％ 

  

商品の購入 

役員の兼任 

 

商品の購入等 

（注２） 

1,632 買掛金 448 

 

運転資金の貸付 

（注３） 

447 
関係会社

短期貸付金 
447 

 （注１）取引金額は消費税等を含まず、残高は消費税等を含めて表示しております。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注２）商品の購入等における取引条件は、市場価格等を勘案し、交渉の上決定しております。 

 （注３）運転資金の貸付については、市場金利を勘案し、交渉の上決定しております。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額 371.32 円 

２．１株当たり当期純利益 19.37 円 

 
（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 
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