
第34期 決算公告第34期 決算公告第34期 決算公告第34期 決算公告

取締役社長　橘　覚取締役社長　橘　覚取締役社長　橘　覚取締役社長　橘　覚

自　平成26年 4月 1日自　平成26年 4月 1日自　平成26年 4月 1日自　平成26年 4月 1日

至　平成27年 3月31日至　平成27年 3月31日至　平成27年 3月31日至　平成27年 3月31日

平成27年6月22日平成27年6月22日平成27年6月22日平成27年6月22日

山口県周南市江口２丁目１番３２号山口県周南市江口２丁目１番３２号山口県周南市江口２丁目１番３２号山口県周南市江口２丁目１番３２号

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



　　　　             貸　 借 　対　 照 　表　　　　             貸　 借 　対　 照 　表　　　　             貸　 借 　対　 照 　表　　　　             貸　 借 　対　 照 　表

　　　　　                (平成27年3月31日現在)　　　　　                (平成27年3月31日現在)　　　　　                (平成27年3月31日現在)　　　　　                (平成27年3月31日現在)

 (単位 ： 円) (単位 ： 円) (単位 ： 円) (単位 ： 円)

　流動資産　流動資産　流動資産　流動資産 2,001,905,710  2,001,905,710  2,001,905,710  2,001,905,710  　流動負債　流動負債　流動負債　流動負債 585,713,303  585,713,303  585,713,303  585,713,303  

現現現現 金金金金 及及及及 びびびび 預預預預 金金金金 879,763,620  879,763,620  879,763,620  879,763,620  支支支支 払払払払 手手手手 形形形形 3,137,400  3,137,400  3,137,400  3,137,400  

売売売売 掛掛掛掛 金金金金 617,052,949  617,052,949  617,052,949  617,052,949  買買買買 掛掛掛掛 金金金金 403,457,301  403,457,301  403,457,301  403,457,301  

仕仕仕仕 掛掛掛掛 品品品品 228,788,400  228,788,400  228,788,400  228,788,400  未未未未 払払払払 金金金金 47,046,552  47,046,552  47,046,552  47,046,552  

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 148,892,459  148,892,459  148,892,459  148,892,459  設設設設 備備備備 未未未未 払払払払 金金金金 42,062,760  42,062,760  42,062,760  42,062,760  

短短短短 期期期期 貸貸貸貸 付付付付 金金金金 1,161,087  1,161,087  1,161,087  1,161,087  未未未未 払払払払 費費費費 用用用用 40,758,160  40,758,160  40,758,160  40,758,160  

未未未未 収収収収 入入入入 金金金金 52,581,726  52,581,726  52,581,726  52,581,726  未未未未 払払払払 賞賞賞賞 与与与与 45,551,000  45,551,000  45,551,000  45,551,000  

前前前前 払払払払 費費費費 用用用用 20,433,000  20,433,000  20,433,000  20,433,000  預預預預 りりりり 金金金金 1,840,112  1,840,112  1,840,112  1,840,112  

仮仮仮仮 払払払払 金金金金 75,200  75,200  75,200  75,200  役役役役 員員員員 賞賞賞賞 与与与与 引引引引 当当当当 金金金金 1,316,000  1,316,000  1,316,000  1,316,000  

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 53,157,269  53,157,269  53,157,269  53,157,269  そそそそ のののの 他他他他 流流流流 動動動動 負負負負 債債債債 544,018  544,018  544,018  544,018  

　固定資産　固定資産　固定資産　固定資産 1,507,017,200  1,507,017,200  1,507,017,200  1,507,017,200  　固定負債　固定負債　固定負債　固定負債 433,988,576  433,988,576  433,988,576  433,988,576  

　　　有形固定資産　　　有形固定資産　　　有形固定資産　　　有形固定資産 1,347,594,170  1,347,594,170  1,347,594,170  1,347,594,170  　固定負債　固定負債　固定負債　固定負債退退退退 職職職職 給給給給 付付付付 引引引引 当当当当 金金金金 344,321,075  344,321,075  344,321,075  344,321,075  

建建建建 物物物物 547,681,428  547,681,428  547,681,428  547,681,428  資資資資 産産産産 除除除除 去去去去 債債債債 務務務務 （（（（ 長長長長 期期期期 ）））） 89,667,501  89,667,501  89,667,501  89,667,501  

建建建建 物物物物 付付付付 帯帯帯帯 設設設設 備備備備 105,315,709  105,315,709  105,315,709  105,315,709  そそそそ のののの 他他他他 固固固固 定定定定 負負負負 債債債債 0  0  0  0  

構構構構 築築築築 物物物物 100,243,568  100,243,568  100,243,568  100,243,568  

機機機機 械械械械 及及及及 びびびび 装装装装 置置置置 590,436,509  590,436,509  590,436,509  590,436,509  

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 2,174,648  2,174,648  2,174,648  2,174,648  負　債　合　計負　債　合　計負　債　合　計負　債　合　計 1,019,701,879  1,019,701,879  1,019,701,879  1,019,701,879  

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 1,742,307  1,742,307  1,742,307  1,742,307  

建建建建 設設設設 仮仮仮仮 勘勘勘勘 定定定定 1  1  1  1  純資産の部純資産の部純資産の部純資産の部

　　無形固定資産　　無形固定資産　　無形固定資産　　無形固定資産 4,109,033  4,109,033  4,109,033  4,109,033  

施施施施 設設設設 利利利利 用用用用 権権権権 4,109,033  4,109,033  4,109,033  4,109,033  株主資本株主資本株主資本株主資本 2,489,221,031  2,489,221,031  2,489,221,031  2,489,221,031  

　　投資その他の資産　　投資その他の資産　　投資その他の資産　　投資その他の資産 155,313,997  155,313,997  155,313,997  155,313,997  　資本金　資本金　資本金　資本金 100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000  

長長長長 期期期期 貸貸貸貸 付付付付 金金金金 1,768,851  1,768,851  1,768,851  1,768,851    資本剰余金  資本剰余金  資本剰余金  資本剰余金 1,500,000,000  1,500,000,000  1,500,000,000  1,500,000,000  

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 （（（（ 長長長長 期期期期 ）））） 142,519,646  142,519,646  142,519,646  142,519,646    利益剰余金  利益剰余金  利益剰余金  利益剰余金 889,221,031  889,221,031  889,221,031  889,221,031  

　　　投   資   等　　　投   資   等　　　投   資   等　　　投   資   等長長長長 期期期期 前前前前 払払払払 費費費費 用用用用 9,969,500  9,969,500  9,969,500  9,969,500  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 356,000  356,000  356,000  356,000  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 808,791,031  808,791,031  808,791,031  808,791,031  

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  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 744,446,883  744,446,883  744,446,883  744,446,883  

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 64,344,148  64,344,148  64,344,148  64,344,148  

純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計 2,489,221,031  2,489,221,031  2,489,221,031  2,489,221,031  

      資　　産　　合　　計      資　　産　　合　　計      資　　産　　合　　計      資　　産　　合　　計 3,508,922,910  3,508,922,910  3,508,922,910  3,508,922,910        負債及び純資産合計      負債及び純資産合計      負債及び純資産合計      負債及び純資産合計 3,508,922,910  3,508,922,910  3,508,922,910  3,508,922,910  

資産の部資産の部資産の部資産の部 負債の部負債の部負債の部負債の部
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(単位 ： 円)(単位 ： 円)(単位 ： 円)(単位 ： 円)

　　　　　科　　　　　目　　　　　科　　　　　目　　　　　科　　　　　目　　　　　科　　　　　目 　　　　　　　　　金　　　　額　　　　　　　　　金　　　　額　　　　　　　　　金　　　　額　　　　　　　　　金　　　　額

2,215,287,673  2,215,287,673  2,215,287,673  2,215,287,673  

2,116,390,476  2,116,390,476  2,116,390,476  2,116,390,476  

98,897,197  98,897,197  98,897,197  98,897,197  

71,742,601  71,742,601  71,742,601  71,742,601  

27,154,596  27,154,596  27,154,596  27,154,596  

267,475  267,475  267,475  267,475  

26,106,555  26,106,555  26,106,555  26,106,555  26,374,030  26,374,030  26,374,030  26,374,030  

0  0  0  0  

595,195  595,195  595,195  595,195  595,195  595,195  595,195  595,195  

52,933,431  52,933,431  52,933,431  52,933,431  

52,933,431  52,933,431  52,933,431  52,933,431  

2,317,000  2,317,000  2,317,000  2,317,000  

△ 13,727,717  △ 13,727,717  △ 13,727,717  △ 13,727,717  △ 11,410,717  △ 11,410,717  △ 11,410,717  △ 11,410,717  

64,344,148  64,344,148  64,344,148  64,344,148  

受受受受 取取取取 利利利利 息息息息 及及及及 びびびび 配配配配 当当当当 金金金金

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

自　　平成 26年　4月 1日自　　平成 26年　4月 1日自　　平成 26年　4月 1日自　　平成 26年　4月 1日

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

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

営営営営 業業業業 外外外外 収収収収 益益益益

至　　平成 27年  3月31日至　　平成 27年  3月31日至　　平成 27年  3月31日至　　平成 27年  3月31日

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益

法法法法人人人人税税税税、、、、住住住住民民民民税税税税及及及及びびびび事事事事業業業業税税税税

法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 調調調調 整整整整 額額額額

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益

そそそそ のののの 他他他他 のののの 営営営営 業業業業 外外外外 収収収収 益益益益

営営営営 業業業業 外外外外 費費費費 用用用用

支支支支 払払払払 利利利利 息息息息

そそそそ のののの 他他他他 のののの 営営営営 業業業業 外外外外 費費費費 用用用用

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

税税税税 引引引引 前前前前 当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益
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個　別　注　記　表個　別　注　記　表個　別　注　記　表個　別　注　記　表

Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．１．１．１． 資産の評価基準及び評価方法資産の評価基準及び評価方法資産の評価基準及び評価方法資産の評価基準及び評価方法

(1)(1)(1)(1) たな卸資産たな卸資産たな卸資産たな卸資産

仕掛品　　仕掛品　　仕掛品　　仕掛品　　 ････････････････････ 総平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの総平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの総平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの総平均法による原価法(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)によっております。方法により算定)によっております。方法により算定)によっております。方法により算定)によっております。

原材料・貯蔵品　　原材料・貯蔵品　　原材料・貯蔵品　　原材料・貯蔵品　　 ････････････････････ 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げ移動平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げ移動平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げ移動平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)によっております。の方法により算定)によっております。の方法により算定)によっております。の方法により算定)によっております。

２．２．２．２． 固定資産の減価償却の方法固定資産の減価償却の方法固定資産の減価償却の方法固定資産の減価償却の方法

(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　　　 ････････････････････ 定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物 (付属定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物 (付属定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物 (付属定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物 (付属

設備を除く)については、定額法によっております。設備を除く)については、定額法によっております。設備を除く)については、定額法によっております。設備を除く)については、定額法によっております。

(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　　　 ････････････････････ 定額法によっております。定額法によっております。定額法によっております。定額法によっております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．３．３．３． 引当金の計上基準引当金の計上基準引当金の計上基準引当金の計上基準

(1)(1)(1)(1) 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    ････････････････････ 　従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針（中間報告）　従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針（中間報告）　従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針（中間報告）　従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針（中間報告）

（日本公認会計士協会　会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法に基づき、（日本公認会計士協会　会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法に基づき、（日本公認会計士協会　会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法に基づき、（日本公認会計士協会　会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法に基づき、

当事業年度末における退職給付債務の見込み額を計上しております。当事業年度末における退職給付債務の見込み額を計上しております。当事業年度末における退職給付債務の見込み額を計上しております。当事業年度末における退職給付債務の見込み額を計上しております。

(2)(2)(2)(2) 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 ････････････････････ 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金基準(内規)に基づく要支役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金基準(内規)に基づく要支役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金基準(内規)に基づく要支役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金基準(内規)に基づく要支

給額を計上しております。給額を計上しております。給額を計上しております。給額を計上しております。

４．４．４．４． その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)(1)(1)(1) 消費税等の会計処理消費税等の会計処理消費税等の会計処理消費税等の会計処理 …………………… 税抜方式によっております。税抜方式によっております。税抜方式によっております。税抜方式によっております。

Ⅱ　貸借対照表に関する注記Ⅱ　貸借対照表に関する注記Ⅱ　貸借対照表に関する注記Ⅱ　貸借対照表に関する注記

１．１．１．１． 資産に係る減価償却累計額資産に係る減価償却累計額資産に係る減価償却累計額資産に係る減価償却累計額

　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

２．２．２．２． 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務関係会社に対する金銭債権及び金銭債務関係会社に対する金銭債権及び金銭債務関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　関係会社に対する短期金銭債権　関係会社に対する短期金銭債権　関係会社に対する短期金銭債権　関係会社に対する短期金銭債権 円円円円

　関係会社に対する短期金銭債務　関係会社に対する短期金銭債務　関係会社に対する短期金銭債務　関係会社に対する短期金銭債務 円円円円

9,579,394,8469,579,394,8469,579,394,8469,579,394,846

7,733,1607,733,1607,733,1607,733,160

188,006,286188,006,286188,006,286188,006,286
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Ⅲ　税効果会計に関する注記Ⅲ　税効果会計に関する注記Ⅲ　税効果会計に関する注記Ⅲ　税効果会計に関する注記

繰延税金資産(流動)繰延税金資産(流動)繰延税金資産(流動)繰延税金資産(流動)

未払賞与未払賞与未払賞与未払賞与 18,351,69818,351,69818,351,69818,351,698 円円円円

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 10,544,43410,544,43410,544,43410,544,434 円円円円

繰越欠損金繰越欠損金繰越欠損金繰越欠損金 22,148,55822,148,55822,148,55822,148,558 円円円円

その他その他その他その他 2,112,5792,112,5792,112,5792,112,579 円円円円

繰延税金資産(流動)合計繰延税金資産(流動)合計繰延税金資産(流動)合計繰延税金資産(流動)合計
53,157,26953,157,26953,157,26953,157,269 円円円円

繰延税金資産(固定)繰延税金資産(固定)繰延税金資産(固定)繰延税金資産(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 120,030,327120,030,327120,030,327120,030,327 円円円円

繰越欠損金繰越欠損金繰越欠損金繰越欠損金 277,948,432277,948,432277,948,432277,948,432 円円円円

その他その他その他その他 7,782,1107,782,1107,782,1107,782,110 円円円円

繰延税金資産(固定)小計繰延税金資産(固定)小計繰延税金資産(固定)小計繰延税金資産(固定)小計
405,760,869405,760,869405,760,869405,760,869 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 △ 237,034,367△ 237,034,367△ 237,034,367△ 237,034,367 円円円円

繰延税金資産(固定)合計繰延税金資産(固定)合計繰延税金資産(固定)合計繰延税金資産(固定)合計
168,726,502168,726,502168,726,502168,726,502 円円円円

有形固定資産（資産除去債務）有形固定資産（資産除去債務）有形固定資産（資産除去債務）有形固定資産（資産除去債務）
△ 31,258,091△ 31,258,091△ 31,258,091△ 31,258,091 円円円円

繰延税金負債(固定)合計繰延税金負債(固定)合計繰延税金負債(固定)合計繰延税金負債(固定)合計
△ 31,258,091△ 31,258,091△ 31,258,091△ 31,258,091 円円円円

繰延税金資産(固定)の純額繰延税金資産(固定)の純額繰延税金資産(固定)の純額繰延税金資産(固定)の純額
137,468,411137,468,411137,468,411137,468,411 円円円円

Ⅳ　関連当事者との取引に関する注記Ⅳ　関連当事者との取引に関する注記Ⅳ　関連当事者との取引に関する注記Ⅳ　関連当事者との取引に関する注記

1.親会社等1.親会社等1.親会社等1.親会社等

議決権議決権議決権議決権

等の所等の所等の所等の所

有(被有(被有(被有(被

所有)所有)所有)所有)

割 合割 合割 合割 合

製品の販売 製品の販売 製品の販売 製品の販売 (注1)(注1)(注1)(注1) 10,454,68410,454,68410,454,68410,454,684 売掛金売掛金売掛金売掛金 4,542,6644,542,6644,542,6644,542,664

原材料等の購入 原材料等の購入 原材料等の購入 原材料等の購入 (注1)(注1)(注1)(注1) 12,477,77412,477,77412,477,77412,477,774 買掛金買掛金買掛金買掛金 3,850,9563,850,9563,850,9563,850,956

設備の購入設備の購入設備の購入設備の購入 0000 ---- ----

 上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

  (注1) 製品の販売及び購入品の価格は、市場価格、総原価を勘案し、当社希望価格を提示して取引条件を設定しております。   (注1) 製品の販売及び購入品の価格は、市場価格、総原価を勘案し、当社希望価格を提示して取引条件を設定しております。   (注1) 製品の販売及び購入品の価格は、市場価格、総原価を勘案し、当社希望価格を提示して取引条件を設定しております。   (注1) 製品の販売及び購入品の価格は、市場価格、総原価を勘案し、当社希望価格を提示して取引条件を設定しております。 

議決権議決権議決権議決権

等の所等の所等の所等の所

有(被有(被有(被有(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

 上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

  (注1) 購入品価格等の取引条件は、市場の実勢価格等を参考にして、その都度交渉の上で決定しております。   (注1) 購入品価格等の取引条件は、市場の実勢価格等を参考にして、その都度交渉の上で決定しております。   (注1) 購入品価格等の取引条件は、市場の実勢価格等を参考にして、その都度交渉の上で決定しております。   (注1) 購入品価格等の取引条件は、市場の実勢価格等を参考にして、その都度交渉の上で決定しております。 

2.兄弟会社2.兄弟会社2.兄弟会社2.兄弟会社

議決権議決権議決権議決権

等の所等の所等の所等の所

有(被有(被有(被有(被

所有)所有)所有)所有)

割 合割 合割 合割 合

 上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

  (注1) 製品の販売は、市場価格、総原価を勘案し、当社希望価格を提示して取引条件を設定しております。   (注1) 製品の販売は、市場価格、総原価を勘案し、当社希望価格を提示して取引条件を設定しております。   (注1) 製品の販売は、市場価格、総原価を勘案し、当社希望価格を提示して取引条件を設定しております。   (注1) 製品の販売は、市場価格、総原価を勘案し、当社希望価格を提示して取引条件を設定しております。 

Ⅴ　1株当たり情報に関する注記Ⅴ　1株当たり情報に関する注記Ⅴ　1株当たり情報に関する注記Ⅴ　1株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額１株当たり純資産額１株当たり純資産額１株当たり純資産額 77,797円10銭77,797円10銭77,797円10銭77,797円10銭

１株当たり当期純利益１株当たり当期純利益１株当たり当期純利益１株当たり当期純利益 2,019円70銭2,019円70銭2,019円70銭2,019円70銭

以上以上以上以上

属性属性属性属性 会社の名称会社の名称会社の名称会社の名称

関連当事者との関関連当事者との関関連当事者との関関連当事者との関

係係係係

取引の内容取引の内容取引の内容取引の内容 取引金額(円)取引金額(円)取引金額(円)取引金額(円)

期末残高(円)期末残高(円)期末残高(円)期末残高(円)

親親親親 会会会会 社社社社

コバレントマコバレントマコバレントマコバレントマ

テリアル㈱テリアル㈱テリアル㈱テリアル㈱

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

原材料の購入原材料の購入原材料の購入原材料の購入

設備の購入設備の購入設備の購入設備の購入

属性属性属性属性 会社の名称会社の名称会社の名称会社の名称

関連当事者との関関連当事者との関関連当事者との関関連当事者との関

係係係係

取引の内容取引の内容取引の内容取引の内容 取引金額(円)取引金額(円)取引金額(円)取引金額(円) 科目科目科目科目

科目科目科目科目 期末残高(円)期末残高(円)期末残高(円)期末残高(円)

㈱トクヤマ㈱トクヤマ㈱トクヤマ㈱トクヤマ

被所有被所有被所有被所有

直接直接直接直接

30%30%30%30%

原材料の購入他原材料の購入他原材料の購入他原材料の購入他 原材料等の購入 原材料等の購入 原材料等の購入 原材料等の購入 (注1)(注1)(注1)(注1) 991,994,863991,994,863991,994,863991,994,863 買掛金買掛金買掛金買掛金 178,100,709178,100,709178,100,709178,100,709

期末残高(円)期末残高(円)期末残高(円)期末残高(円)

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

コバレントマコバレントマコバレントマコバレントマ

テリアル長崎テリアル長崎テリアル長崎テリアル長崎

㈱㈱㈱㈱

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 製品の販売 製品の販売 製品の販売 製品の販売 (注1)(注1)(注1)(注1) 2,204,832,9892,204,832,9892,204,832,9892,204,832,989 売掛金売掛金売掛金売掛金 612,510,285612,510,285612,510,285612,510,285

属性属性属性属性 会社の名称会社の名称会社の名称会社の名称

関連当事者との関関連当事者との関関連当事者との関関連当事者との関

係係係係

取引の内容取引の内容取引の内容取引の内容 取引金額(円)取引金額(円)取引金額(円)取引金額(円) 科目科目科目科目
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