
取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長　　　　橘橘橘橘　　　　覚覚覚覚

第第第第32323232期 決算公告期 決算公告期 決算公告期 決算公告

平成平成平成平成25252525年年年年6666月月月月21212121日日日日

山口県周南市江口山口県周南市江口山口県周南市江口山口県周南市江口２２２２丁目丁目丁目丁目１１１１番番番番３２３２３２３２号号号号

コバレントマテリアルコバレントマテリアルコバレントマテリアルコバレントマテリアル徳山株式会社徳山株式会社徳山株式会社徳山株式会社

 自 自 自 自　　　　平成平成平成平成24242424年 年 年 年 4444月 月 月 月 1111日日日日

 至 至 至 至　　　　平成平成平成平成25252525年 年 年 年 3333月月月月31313131日日日日



　　　　             　　　　             　　　　             　　　　             貸貸貸貸　 　 　 　 借 　対借 　対借 　対借 　対　 　 　 　 照 　表照 　表照 　表照 　表

　　　　　                　　　　　                　　　　　                　　　　　                ((((平成平成平成平成25252525年年年年3333月月月月31313131日現在日現在日現在日現在))))  ( ( ( (単位 単位 単位 単位 ： ： ： ： 円円円円))))流動資産流動資産流動資産流動資産 1,193,128,734  1,193,128,734  1,193,128,734  1,193,128,734  流動負債流動負債流動負債流動負債 337,228,817  337,228,817  337,228,817  337,228,817  現現現現 金金金金 及及及及 びびびび 預預預預 金金金金 205,073,677  205,073,677  205,073,677  205,073,677  支支支支 払払払払 手手手手 形形形形 6,310,500  6,310,500  6,310,500  6,310,500  売売売売 掛掛掛掛 金金金金 327,368,490  327,368,490  327,368,490  327,368,490  買買買買 掛掛掛掛 金金金金 222,774,069  222,774,069  222,774,069  222,774,069  仕仕仕仕 掛掛掛掛 品品品品 293,880,645  293,880,645  293,880,645  293,880,645  未未未未 払払払払 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 5,096,090  5,096,090  5,096,090  5,096,090  原原原原 材材材材 料料料料 及及及及 びびびび 貯貯貯貯 蔵蔵蔵蔵 品品品品 158,910,444  158,910,444  158,910,444  158,910,444  未未未未 払払払払 金金金金 65,264,257  65,264,257  65,264,257  65,264,257  短短短短 期期期期 貸貸貸貸 付付付付 金金金金 2,479,830  2,479,830  2,479,830  2,479,830  未未未未 払払払払 費費費費 用用用用 35,981,838  35,981,838  35,981,838  35,981,838  未未未未 収収収収 入入入入 金金金金 93,585,444  93,585,444  93,585,444  93,585,444  預預預預 りりりり 金金金金 1,802,063  1,802,063  1,802,063  1,802,063  未未未未 収収収収 消消消消 費費費費 税税税税 等等等等 57,085,643  57,085,643  57,085,643  57,085,643  前前前前 払払払払 費費費費 用用用用 13,235,715  13,235,715  13,235,715  13,235,715  繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 38,274,312  38,274,312  38,274,312  38,274,312  そそそそ のののの 他他他他 のののの 流流流流 動動動動 資資資資 産産産産 3,234,534  3,234,534  3,234,534  3,234,534  固定資産固定資産固定資産固定資産 1,913,148,584  1,913,148,584  1,913,148,584  1,913,148,584  固定負債固定負債固定負債固定負債 402,515,276  402,515,276  402,515,276  402,515,276  有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 1,799,609,279  1,799,609,279  1,799,609,279  1,799,609,279  退退退退 職職職職 給給給給 付付付付 引引引引 当当当当 金金金金 315,616,401  315,616,401  315,616,401  315,616,401  建建建建 物物物物 737,673,049  737,673,049  737,673,049  737,673,049  役役役役 員員員員 退退退退 職職職職 慰慰慰慰 労労労労 引引引引 当当当当 金金金金 762,500  762,500  762,500  762,500  構構構構 築築築築 物物物物 114,432,467  114,432,467  114,432,467  114,432,467  資資資資 産産産産 除除除除 去去去去 債債債債 務務務務 86,136,375  86,136,375  86,136,375  86,136,375  機機機機 械械械械 及及及及 びびびび 装装装装 置置置置 939,990,810  939,990,810  939,990,810  939,990,810  車車車車 輌輌輌輌 及及及及 びびびび 運運運運 搬搬搬搬 具具具具 4,307,159  4,307,159  4,307,159  4,307,159  工工工工 具具具具 器器器器 具具具具 及及及及 びびびび 備備備備 品品品品 3,205,793  3,205,793  3,205,793  3,205,793  建建建建 設設設設 仮仮仮仮 勘勘勘勘 定定定定 1  1  1  1  負負負負　　　　債債債債　　　　合合合合　　　　計計計計 739,744,093  739,744,093  739,744,093  739,744,093  無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 5,719,073  5,719,073  5,719,073  5,719,073  施施施施 設設設設 利利利利 用用用用 権権権権 5,719,073  5,719,073  5,719,073  5,719,073  株主資本株主資本株主資本株主資本 2,366,533,225  2,366,533,225  2,366,533,225  2,366,533,225  　　　　資本金資本金資本金資本金 1,600,000,000  1,600,000,000  1,600,000,000  1,600,000,000  投資投資投資投資そのそのそのその他他他他のののの資産資産資産資産 107,820,232  107,820,232  107,820,232  107,820,232    利益剰余金  利益剰余金  利益剰余金  利益剰余金 766,533,225  766,533,225  766,533,225  766,533,225  長長長長 期期期期 貸貸貸貸 付付付付 金金金金 3,040,739  3,040,739  3,040,739  3,040,739  利利利利 益益益益 準準準準 備備備備 金金金金 80,430,000  80,430,000  80,430,000  80,430,000  　　　　　　　　　　　　供供供供 託託託託 保保保保 証証証証 金金金金 638,000  638,000  638,000  638,000  そそそそ のののの 他他他他 利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金 686,103,225  686,103,225  686,103,225  686,103,225  繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 103,441,493  103,441,493  103,441,493  103,441,493  　        　        　        　        繰 越 利 益 剰 余 金繰 越 利 益 剰 余 金繰 越 利 益 剰 余 金繰 越 利 益 剰 余 金 686,103,225  686,103,225  686,103,225  686,103,225  そそそそ のののの 他他他他 のののの 投投投投 資資資資 700,000  700,000  700,000  700,000  純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計 2,366,533,225  2,366,533,225  2,366,533,225  2,366,533,225  3,106,277,318  3,106,277,318  3,106,277,318  3,106,277,318  3,106,277,318  3,106,277,318  3,106,277,318  3,106,277,318  

資産資産資産資産のののの部部部部 負債負債負債負債のののの部部部部

純資産純資産純資産純資産のののの部部部部

資資資資　　　　　　　　産産産産　　　　　　　　合合合合　　　　　　　　計計計計 負債及負債及負債及負債及びびびび純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計
----１１１１----



((((単位 単位 単位 単位 ： ： ： ： 円円円円))))

売上高売上高売上高売上高 1,917,667,026  1,917,667,026  1,917,667,026  1,917,667,026  

売上原価売上原価売上原価売上原価 1,800,319,777  1,800,319,777  1,800,319,777  1,800,319,777  

117,347,249  117,347,249  117,347,249  117,347,249  

4,021,495  4,021,495  4,021,495  4,021,495  

113,325,754  113,325,754  113,325,754  113,325,754  

　　　　受取利息及受取利息及受取利息及受取利息及びびびび配当金配当金配当金配当金 947,219  947,219  947,219  947,219  

　　　　そのそのそのその他他他他のののの営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益 7,719,401  7,719,401  7,719,401  7,719,401  8,666,620  8,666,620  8,666,620  8,666,620  

　　　　支払利息支払利息支払利息支払利息 4,936,879  4,936,879  4,936,879  4,936,879  

　　　　そのそのそのその他他他他のののの営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用 14,697,002  14,697,002  14,697,002  14,697,002  19,633,881  19,633,881  19,633,881  19,633,881  

102,358,493  102,358,493  102,358,493  102,358,493  

61,835,000  61,835,000  61,835,000  61,835,000  61,835,000  61,835,000  61,835,000  61,835,000  

　　　　　　　　　　　　税引前当期純利益 税引前当期純利益 税引前当期純利益 税引前当期純利益 40,523,493  40,523,493  40,523,493  40,523,493  

 法人税 法人税 法人税 法人税、、、、住民税及住民税及住民税及住民税及びびびび事業税事業税事業税事業税 2,317,000  2,317,000  2,317,000  2,317,000  

　　　　　　　　　　　　法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額 91,015,101  91,015,101  91,015,101  91,015,101  93,332,101  93,332,101  93,332,101  93,332,101  

　　　　　　　　　　　　当期純損失  当期純損失  当期純損失  当期純損失  52,808,608  52,808,608  52,808,608  52,808,608  

早早早早期期期期退退退退職職職職者者者者特特特特別別別別退退退退職職職職金金金金

　　　　　　　　　　　　営業利益営業利益営業利益営業利益

営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用

　　　　　　　　　　　　経常利益経常利益経常利益経常利益　　　　

特特特特 別別別別 損損損損 失失失失

販販販販売売売売費費費費及及及及びびびび一一一一般般般般管管管管理理理理費費費費

　　　　　　　　　　　　売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益　　　　

営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益

損    益    計    算    書損    益    計    算    書損    益    計    算    書損    益    計    算    書

自自自自　　　　平成 平成 平成 平成 24242424年年年年4444月 月 月 月 1111日日日日

至至至至　　　　平成 平成 平成 平成 25252525年年年年3333月月月月31313131日日日日

科科科科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 金金金金　　　　　　　　　　　　　　　　額額額額

----２２２２----



個個個個　　　　別別別別　　　　注注注注　　　　記記記記　　　　表表表表ⅠⅠⅠⅠ　　　　重要重要重要重要なななな会計方針会計方針会計方針会計方針にににに係係係係るるるる事項事項事項事項にににに関関関関するするするする注記注記注記注記１１１１．．．． 資産資産資産資産のののの評価基準及評価基準及評価基準及評価基準及びびびび評価方法評価方法評価方法評価方法(1)(1)(1)(1) たなたなたなたな卸資産卸資産卸資産卸資産仕掛品仕掛品仕掛品仕掛品　　　　　　　　 ････････････････････ 総平均法総平均法総平均法総平均法によるによるによるによる原価法原価法原価法原価法((((貸借対照表価額貸借対照表価額貸借対照表価額貸借対照表価額はははは、、、、収益性収益性収益性収益性のののの低下低下低下低下にににに基基基基づくづくづくづく簿価切下簿価切下簿価切下簿価切下げのげのげのげの方法方法方法方法によりによりによりにより算定算定算定算定))))によっておりますによっておりますによっておりますによっております。。。。原材料原材料原材料原材料・・・・貯蔵品貯蔵品貯蔵品貯蔵品　　　　　　　　 ････････････････････ 移動平均法移動平均法移動平均法移動平均法によるによるによるによる原価法原価法原価法原価法((((貸借対照表価額貸借対照表価額貸借対照表価額貸借対照表価額はははは、、、、収益性収益性収益性収益性のののの低下低下低下低下にににに基基基基づくづくづくづく簿価切下簿価切下簿価切下簿価切下げげげげのののの方法方法方法方法によりによりによりにより算定算定算定算定))))によっておりますによっておりますによっておりますによっております。。。。２２２２．．．． 固定資産固定資産固定資産固定資産のののの減価償却減価償却減価償却減価償却のののの方法方法方法方法(1)(1)(1)(1) 有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産　　　　　　　　　　　　 ････････････････････ 定率法定率法定率法定率法によっておりますによっておりますによっておりますによっております。。。。ただしただしただしただし、、、、平成平成平成平成10101010年年年年4444月月月月1111日以降日以降日以降日以降にににに取得取得取得取得したしたしたした建物 建物 建物 建物 ((((付属付属付属付属設備設備設備設備をををを除除除除くくくく))))についてはについてはについてはについては、、、、定額法定額法定額法定額法によっておりますによっておりますによっておりますによっております。。。。(2)(2)(2)(2) 無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産　　　　　　　　　　　　 ････････････････････ 定額法定額法定額法定額法によっておりますによっておりますによっておりますによっております。。。。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３３３．．．． 引当金引当金引当金引当金のののの計上基準計上基準計上基準計上基準(1)(1)(1)(1) 役員賞与引当金役員賞与引当金役員賞与引当金役員賞与引当金 ････････････････････ 役員賞与役員賞与役員賞与役員賞与のののの支給支給支給支給にににに備備備備えるためえるためえるためえるため、、、、当期当期当期当期におけるにおけるにおけるにおける支給見込額支給見込額支給見込額支給見込額にににに基基基基づきづきづきづき計上計上計上計上しておりましておりましておりましておりますすすす。。。。(2)(2)(2)(2) 退職給付引当金    退職給付引当金    退職給付引当金    退職給付引当金    ････････････････････ 　　　　従業員従業員従業員従業員のののの退職給付退職給付退職給付退職給付にににに備備備備えるためえるためえるためえるため、、、、退職給付会計退職給付会計退職給付会計退職給付会計にににに関関関関するするするする実務指針実務指針実務指針実務指針（（（（中間報告中間報告中間報告中間報告））））（（（（日本公認会計士協会日本公認会計士協会日本公認会計士協会日本公認会計士協会　　　　会計制度委員会報告第会計制度委員会報告第会計制度委員会報告第会計制度委員会報告第13131313号号号号））））にににに定定定定めるめるめるめる簡便法簡便法簡便法簡便法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、当事業年度末当事業年度末当事業年度末当事業年度末におけるにおけるにおけるにおける退職給付債務退職給付債務退職給付債務退職給付債務のののの見込見込見込見込みみみみ額額額額をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。（（（（追加情報追加情報追加情報追加情報））））　　　　当社当社当社当社はははは、、、、従業員従業員従業員従業員がががが300300300300人未満人未満人未満人未満となりとなりとなりとなり、、、、今後大幅今後大幅今後大幅今後大幅なななな人員人員人員人員のののの増加増加増加増加がががが見込見込見込見込まれないこまれないこまれないこまれないことからとからとからとから、、、、退職給付債務退職給付債務退職給付債務退職給付債務のののの計算計算計算計算のののの合理的合理的合理的合理的なななな数理計算数理計算数理計算数理計算のののの一定一定一定一定のののの信頼性信頼性信頼性信頼性をををを保保保保つことがつことがつことがつことが困難困難困難困難となったためとなったためとなったためとなったため、、、、当事業年度当事業年度当事業年度当事業年度よりよりよりより退職給付債務退職給付債務退職給付債務退職給付債務のののの計算計算計算計算をををを原則法原則法原則法原則法からからからから簡便法簡便法簡便法簡便法にににに変更変更変更変更しておりますしておりますしておりますしております。。。。　　　　このこのこのこの変更変更変更変更にににに伴伴伴伴いいいい、、、、原則法原則法原則法原則法にににに基基基基づくづくづくづく退職給付債務退職給付債務退職給付債務退職給付債務とととと簡便法簡便法簡便法簡便法にににに基基基基づくづくづくづく退職給付債務退職給付債務退職給付債務退職給付債務のののの差額差額差額差額（（（（減少額減少額減少額減少額））））68686868,,,,949949949949,,,,562562562562円円円円をををを販売費及販売費及販売費及販売費及びびびび一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費としてとしてとしてとして計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。(3)(3)(3)(3) 役員退職慰労引当金役員退職慰労引当金役員退職慰労引当金役員退職慰労引当金 ････････････････････ 役員役員役員役員のののの退職慰労金退職慰労金退職慰労金退職慰労金のののの支給支給支給支給にににに備備備備えるためえるためえるためえるため、、、、役員退職慰労金基準役員退職慰労金基準役員退職慰労金基準役員退職慰労金基準((((内規内規内規内規))))にににに基基基基づくづくづくづく要支要支要支要支給額給額給額給額をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。４４４４．．．． そのそのそのその他計算書類他計算書類他計算書類他計算書類のののの作成作成作成作成のためののためののためののための基本基本基本基本となるとなるとなるとなる重要重要重要重要なななな事項事項事項事項(1)(1)(1)(1) 消費税等消費税等消費税等消費税等のののの会計処理会計処理会計処理会計処理 …………………… 税抜方式税抜方式税抜方式税抜方式によっておりますによっておりますによっておりますによっております。。。。ⅡⅡⅡⅡ　　　　貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表にににに関関関関するするするする注記注記注記注記１１１１．．．． 資産資産資産資産にににに係係係係るるるる減価償却累計額減価償却累計額減価償却累計額減価償却累計額　　　　有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 円円円円２２２２．．．． 関係会社関係会社関係会社関係会社にににに対対対対するするするする金銭債権及金銭債権及金銭債権及金銭債権及びびびび金銭債務金銭債務金銭債務金銭債務　　　　関係会社関係会社関係会社関係会社にににに対対対対するするするする短期金銭債権短期金銭債権短期金銭債権短期金銭債権 円円円円　　　　関係会社関係会社関係会社関係会社にににに対対対対するするするする短期金銭債務短期金銭債務短期金銭債務短期金銭債務 円円円円ⅢⅢⅢⅢ　　　　損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書にににに関関関関するするするする注記注記注記注記１１１１．．．． 関係会社関係会社関係会社関係会社とのとのとのとの取引高取引高取引高取引高　　　　　　　　営業取引営業取引営業取引営業取引によるによるによるによる取引高取引高取引高取引高売上高売上高売上高売上高 円円円円仕入高仕入高仕入高仕入高 円円円円　　　　　　　　営業取引以外営業取引以外営業取引以外営業取引以外のののの取引高取引高取引高取引高支払利息支払利息支払利息支払利息 円円円円4,936,8794,936,8794,936,8794,936,879848,120,295848,120,295848,120,295848,120,295
9,081,575,6639,081,575,6639,081,575,6639,081,575,663136,934,857136,934,857136,934,857136,934,857

36,272,89836,272,89836,272,89836,272,898
36,311,77536,311,77536,311,77536,311,775

----３３３３----



ⅣⅣⅣⅣ　　　　税効果会計税効果会計税効果会計税効果会計にににに関関関関するするするする注記注記注記注記繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産((((流動流動流動流動))))棚卸資産評価損棚卸資産評価損棚卸資産評価損棚卸資産評価損 15,753,57715,753,57715,753,57715,753,577 円円円円繰越欠損金繰越欠損金繰越欠損金繰越欠損金 20,251,41020,251,41020,251,41020,251,410 円円円円そのそのそのその他他他他 2,269,3252,269,3252,269,3252,269,325 円円円円繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産((((流動流動流動流動))))合計合計合計合計 38,274,31238,274,31238,274,31238,274,312 円円円円繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産((((固定固定固定固定))))退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金 111,665,083111,665,083111,665,083111,665,083 円円円円繰越欠損金繰越欠損金繰越欠損金繰越欠損金 323,666,242323,666,242323,666,242323,666,242 円円円円そのそのそのその他他他他 53,078,30153,078,30153,078,30153,078,301 円円円円繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産((((固定固定固定固定))))小計小計小計小計 488,409,626488,409,626488,409,626488,409,626 円円円円評価性引当額評価性引当額評価性引当額評価性引当額 △ 356,235,658△ 356,235,658△ 356,235,658△ 356,235,658 円円円円繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産((((固定固定固定固定))))合計合計合計合計 132,173,968132,173,968132,173,968132,173,968 円円円円有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産（（（（資産除去債務資産除去債務資産除去債務資産除去債務）））） △ 28,732,475△ 28,732,475△ 28,732,475△ 28,732,475 円円円円繰延税金負債繰延税金負債繰延税金負債繰延税金負債((((固定固定固定固定))))合計合計合計合計 △ 28,732,475△ 28,732,475△ 28,732,475△ 28,732,475 円円円円繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産((((固定固定固定固定))))のののの純額純額純額純額 103,441,493103,441,493103,441,493103,441,493 円円円円ⅤⅤⅤⅤ　　　　関連当事者関連当事者関連当事者関連当事者とのとのとのとの取引取引取引取引にににに関関関関するするするする注記注記注記注記1111....親会社等親会社等親会社等親会社等 議決権議決権議決権議決権等等等等のののの所所所所有有有有((((被被被被所有所有所有所有))))割 合割 合割 合割 合 製品製品製品製品のののの販売 販売 販売 販売 ((((注注注注1111)))) 36,272,89836,272,89836,272,89836,272,898 売掛金売掛金売掛金売掛金 33,360,51333,360,51333,360,51333,360,513原材料等原材料等原材料等原材料等のののの購入 購入 購入 購入 ((((注注注注1111)))) 57,730,75657,730,75657,730,75657,730,756 買掛金買掛金買掛金買掛金 1,074,1501,074,1501,074,1501,074,150設備設備設備設備のののの購入購入購入購入 2,901,4762,901,4762,901,4762,901,476 設備未払金設備未払金設備未払金設備未払金 ----借入金借入金借入金借入金のののの返済 返済 返済 返済 ((((注注注注2222)))) 2,400,000,0002,400,000,0002,400,000,0002,400,000,000 短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金 ----利息利息利息利息のののの支払 支払 支払 支払 ((((注注注注2222)))) 4,936,8794,936,8794,936,8794,936,879 ---- ---- 上記金額 上記金額 上記金額 上記金額のうちのうちのうちのうち取引金額取引金額取引金額取引金額にはにはにはには消費税等消費税等消費税等消費税等をををを含含含含めておりませんめておりませんめておりませんめておりません。。。。期末残高期末残高期末残高期末残高にはにはにはには消費税等消費税等消費税等消費税等をををを含含含含めておりますめておりますめておりますめております。 。 。 。   (  (  (  (注注注注1111) ) ) ) 製品製品製品製品のののの販売及販売及販売及販売及びびびび購入品購入品購入品購入品のののの価格価格価格価格はははは、、、、市場価格市場価格市場価格市場価格、、、、総原価総原価総原価総原価をををを勘案勘案勘案勘案しししし、、、、当社希望価格当社希望価格当社希望価格当社希望価格をををを提示提示提示提示してしてしてして取引条件取引条件取引条件取引条件をををを設定設定設定設定しておりますしておりますしておりますしております。 。 。 。   (  (  (  (注注注注2222) ) ) ) 利息利息利息利息のののの利率利率利率利率はははは、、、、市場金利等市場金利等市場金利等市場金利等をををを勘案勘案勘案勘案してしてしてして合理的合理的合理的合理的にににに決定決定決定決定しておりますしておりますしておりますしております。 。 。 。 なおなおなおなお、、、、借入金借入金借入金借入金はははは、、、、当事業年度中当事業年度中当事業年度中当事業年度中にににに返済返済返済返済しておりますしておりますしておりますしております。。。。議決権議決権議決権議決権等等等等のののの所所所所有有有有((((被被被被所有所有所有所有))))割 合割 合割 合割 合そそそそ のののの 他他他他 のののの関関関関 係係係係 会会会会 社社社社 上記金額 上記金額 上記金額 上記金額のうちのうちのうちのうち取引金額取引金額取引金額取引金額にはにはにはには消費税等消費税等消費税等消費税等をををを含含含含めておりませんめておりませんめておりませんめておりません。。。。期末残高期末残高期末残高期末残高にはにはにはには消費税等消費税等消費税等消費税等をををを含含含含めておりますめておりますめておりますめております。 。 。 。   (  (  (  (注注注注1111) ) ) ) 購入品価格等購入品価格等購入品価格等購入品価格等のののの取引条件取引条件取引条件取引条件はははは、、、、市場市場市場市場のののの実勢価格等実勢価格等実勢価格等実勢価格等をををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして、、、、そのそのそのその都度交渉都度交渉都度交渉都度交渉のののの上上上上でででで決定決定決定決定しておりますしておりますしておりますしております。 。 。 。 2222....兄弟会社兄弟会社兄弟会社兄弟会社 議決権議決権議決権議決権等等等等のののの所所所所有有有有((((被被被被所有所有所有所有))))割 合割 合割 合割 合 上記金額 上記金額 上記金額 上記金額のうちのうちのうちのうち取引金額取引金額取引金額取引金額にはにはにはには消費税等消費税等消費税等消費税等をををを含含含含めておりませんめておりませんめておりませんめておりません。。。。期末残高期末残高期末残高期末残高にはにはにはには消費税等消費税等消費税等消費税等をををを含含含含めておりますめておりますめておりますめております。 。 。 。   (  (  (  (注注注注1111) ) ) ) 製品製品製品製品のののの販売販売販売販売はははは、、、、市場価格市場価格市場価格市場価格、、、、総原価総原価総原価総原価をををを勘案勘案勘案勘案しししし、、、、当社希望価格当社希望価格当社希望価格当社希望価格をををを提示提示提示提示してしてしてして取引条件取引条件取引条件取引条件をををを設定設定設定設定しておりますしておりますしておりますしております。 。 。 。 ⅥⅥⅥⅥ　　　　1111株当株当株当株当たりたりたりたり情報情報情報情報にににに関関関関するするするする注記注記注記注記１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり純資産額純資産額純資産額純資産額 73737373,,,,954954954954円円円円16161616銭銭銭銭１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり当期純損失当期純損失当期純損失当期純損失 1111,,,,650650650650円円円円26262626銭銭銭銭ⅦⅦⅦⅦ　　　　そのそのそのその他他他他のののの注記注記注記注記　　　　1111....資産除去債務関係資産除去債務関係資産除去債務関係資産除去債務関係資産除去債務資産除去債務資産除去債務資産除去債務のうちのうちのうちのうち貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表にににに計上計上計上計上しているものしているものしているものしているもの　　　　当事業年度当事業年度当事業年度当事業年度におけるにおけるにおけるにおける資産除去債務資産除去債務資産除去債務資産除去債務のののの総額総額総額総額のののの増減増減増減増減当期首残高当期首残高当期首残高当期首残高 84848484,,,,430430430430,,,,848848848848円円円円時時時時のののの経過経過経過経過によるによるによるによる調整額調整額調整額調整額 1111,,,,705705705705,,,,527527527527円円円円当期末残高当期末残高当期末残高当期末残高 86868686,,,,136136136136,,,,375375375375円円円円 以上

親親親親 会会会会 社社社社
取引金額取引金額取引金額取引金額((((円円円円)))) 科目科目科目科目 期末残高期末残高期末残高期末残高((((円円円円))))属性属性属性属性 会社会社会社会社のののの名称名称名称名称 関連当事者関連当事者関連当事者関連当事者とのとのとのとの関係関係関係関係 取引取引取引取引のののの内容内容内容内容 790,389,539790,389,539790,389,539790,389,539 買掛金買掛金買掛金買掛金 129,183,496129,183,496129,183,496129,183,496
取引金額取引金額取引金額取引金額((((円円円円)))) 科目科目科目科目 期末残高期末残高期末残高期末残高((((円円円円))))

属性属性属性属性 会社会社会社会社のののの名称名称名称名称 関連当事者関連当事者関連当事者関連当事者とのとのとのとの関係関係関係関係 取引取引取引取引のののの内容内容内容内容 取引金額取引金額取引金額取引金額((((円円円円)))) 科目科目科目科目 期末残高期末残高期末残高期末残高((((円円円円))))コバレントマテコバレントマテコバレントマテコバレントマテリアルリアルリアルリアル㈱㈱㈱㈱ 被所有被所有被所有被所有直接直接直接直接70%70%70%70% 当社主要販売先当社主要販売先当社主要販売先当社主要販売先原材料原材料原材料原材料のののの購入購入購入購入設備設備設備設備のののの購入購入購入購入資金資金資金資金のののの借入借入借入借入
被所有被所有被所有被所有直接直接直接直接30%30%30%30% 原材料原材料原材料原材料のののの購入他購入他購入他購入他 原材料等原材料等原材料等原材料等のののの購入 購入 購入 購入 ((((注注注注1111))))

属性属性属性属性 会社会社会社会社のののの名称名称名称名称 関連当事者関連当事者関連当事者関連当事者とのとのとのとの関係関係関係関係 取引取引取引取引のののの内容内容内容内容
㈱㈱㈱㈱トクヤマトクヤマトクヤマトクヤマ

親親親親 会会会会 社社社社 のののの 子子子子会会会会 社社社社 コバレントマテコバレントマテコバレントマテコバレントマテリアルリアルリアルリアル長崎長崎長崎長崎㈱㈱㈱㈱ なしなしなしなし 当社主要販売先当社主要販売先当社主要販売先当社主要販売先 1,881,394,1281,881,394,1281,881,394,1281,881,394,128 売掛金売掛金売掛金売掛金 294,007,977294,007,977294,007,977294,007,977製品製品製品製品のののの販売 販売 販売 販売 ((((注注注注1111))))

----４４４４----
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