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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
（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 ％

27年３月期 9,921 6.5 1,281 4.6 1,285 5.1 763 7.0

26年３月期 9,315 △0.5 1,224 24.1 1,223 24.7 713 23.5
(注) 包括利益 27年３月期 763百万円( 4.7％) 26年３月期 729百万円( 26.0％)
　

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 ％ ％ ％

27年３月期 51.47 ― 10.1 12.0 12.9

26年３月期 48.10 ― 10.3 12.3 13.1
(参考) 持分法投資損益 27年３月期 ―百万円 26年３月期 ―百万円
　

　

（２）連結財政状態

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

27年３月期 11,191 7,824 69.9 527.86

26年３月期 10,258 7,239 70.6 488.35
(参考) 自己資本 27年３月期 7,824百万円 26年３月期 7,239百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・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

27年３月期 1,690 △2,198 172 1,222

26年３月期 1,321 △651 △337 1,552
　

　

　

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 ％ ％

26年３月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 177 24.9 2.6

27年３月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 177 23.3 2.4

28年３月期(予想) ― 0.00 ― 12.00 12.00 22.8
　

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 4,880 0.9 600 7.3 590 3.1 380 9.5 25.63

通 期 9,900 △0.2 1,210 △5.5 1,200 △6.6 780 2.2 52.62
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※ 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

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)
　

　

（２）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
　

　

（３）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) 27年３月期 14,850,000株 26年３月期 14,850,000株

② 期末自己株式数 27年３月期 26,491株 26年３月期 24,701株

③ 期中平均株式数 27年３月期 14,824,550株 26年３月期 14,825,868株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成27年３月期の個別業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
（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 ％

27年３月期 9,886 6.5 1,218 9.1 1,262 10.0 749 △16.2

26年３月期 9,283 △0.1 1,116 23.1 1,147 23.0 894 62.2
　

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

27年３月期 50.55 ―

26年３月期 60.35 ―
　

　

（２）個別財政状態

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

27年３月期 10,995 7,762 70.6 523.69

26年３月期 10,082 7,191 71.3 485.06

(参考) 自己資本 27年３月期 7,762百万円 26年３月期 7,191百万円
　

　

　

※ 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。
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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当期の概況

■事業の全般的状況

当期における経済情勢は、米国では雇用統計を初めとする主要経済指標が比較的堅調に推移し企業業況も全体

として拡大いたしました。ヨーロッパにおいては、全体的に伸び悩みの傾向はあるものの企業部門では総じて緩

やかな回復基調が継続しました。また、新興国では国により景気の方向感は一定ではないものの、総じて堅調な

経済成長が続きました。国内では当初消費税率の引き上げの影響もあり個人消費に弱さが見られましたが、原油

安や低金利などの周辺環境を受けて底堅く推移しました。

このような経済環境のなか、電子写真用キャリアが使用されるオフィス用複写機・プリンターや商業用印刷機

の市場は、カラー機を中心として堅調な回復傾向を示しました。

食品の品質保持に使用される脱酸素剤市場は、消費税引き上げの影響はありましたが、消費者の安全・安心志

向が底堅いこともあり、堅調に推移いたしました。鉄粉につきましては、主要用途であるカイロの生産調整等に

より前年度を下回る需要となりました。

このような状況のなか、電子写真用キャリアの受注増に努めました結果、当期の連結売上高は9,921百万円（前

期比6.5％増）となりました。

損益面におきましては、主にキャリア事業の増益により、連結営業利益は1,281百万円（前期比4.6％増）とな

りました。営業外損益を加えた連結経常利益は1,285百万円（前期比5.1％増）となりました。

特別損益では、損失として固定資産処分損55百万円を計上いたしました。

この結果、連結税金等調整前当期純利益は1,229百万円（前期比2.9％増）となり、法人税、住民税、事業税、

および法人税等調整額を差し引いた連結当期純利益は763百万円（前期比7.0％増）となりました。

■セグメントごとの状況

　キャリア事業

上記のようなキャリア市場動向のなか、当社グループはお客様から生産・品質面で絶対的な信頼をいただくこ

とを第一義として事業運営を行いました。そして、お客様の強い省エネニーズに応えた開発商品群の受注増が引

き続き大きく寄与し、高水準のシェアを維持することができました。

この結果、当部門の売上高は7,519百万円（前期比9.2％増）となりました。セグメント利益はエネルギーコス

トの増加を上回るコスト削減と増販によって、棚卸資産圧縮による売上原価上昇をカバーし1,577百万円（前期比

5.9％増）となりました。

　鉄粉事業

当セグメントの、脱酸素剤関連製品は拡販に努め、前年を上回る販売を達成いたしました。鉄粉に関しまして

は、主力のカイロ向け鉄粉の販売減により、全体の売上は前年度よりも減少しました。

この結果、当部門の売上高は2,402百万円（前期比1.1％減）となりました。セグメント利益は、円安による原

料高と減販損が影響し107百万円（前期比5.4％減）となりました。
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②次期の見通し

当社グループの主力製品でありますキャリアの需要は、新興国の経済成長鈍化など先行きの不透明感は残るもの

の、米国を中心に緩やかな回復基調の中、全体的には堅調に推移すると予想しております。

　損益面では、キャリア事業は主として新工場の減価償却費の発生により、セグメント利益は前期に比べ減益とな

る見込みです。鉄粉事業は主に脱酸素剤関連製品の増販により増益を見込んでおります。現時点での次期業績は次

のとおり予想しております。

　通期の連結業績見通しは、売上高9,900百万円（前期比0.2％減）、営業利益1,210百万円（前期比5.5％減）、経常

利益1,200百万円（前期比6.6％減）、当期純利益780百万円（前期比2.2％増）を予想しております。

　 （注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後様々な要因

により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

・ 総資産 11,191百万円（前期末比 9.1％増）

　・ 純資産 7,824百万円（前期末比 8.1％増）

　・ 自己資本比率 69.9％ （前期末比 0.7％減）

当期末は前期末に比べて、流動資産はたな卸資産と預け金が減少したことにより492百万円減少いたしました。固

定資産はキャリア製造設備等の設備投資を行いましたので、1,424百万円増加いたしました。以上により、総資産は

932百万円増加いたしました。

　負債は未払金が減少しましたが、支払手形及び買掛金、借入金が増加しましたので、347百万円増加いたしまし

た。

　純資産は利益剰余金が当期純利益等で増加し、584百万円増加いたしました。

　自己資本比率は、総資産の増加により69.9％と前期末比0.7％減少いたしました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,229百万円となり、減価償

却費が608百万円、たな卸資産の減少で243百万円のキャッシュ増加、法人税等の支払で533百万円のキャッシュ減少

等により、1,690百万円のキャッシュの増加（前期比369百万円キャッシュ増）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製造設備、脱酸素剤製造設備等の設備投資に2,183百万円を

支出したことにより、2,198百万円のキャッシュの減少（前期比1,546百万円キャッシュ減）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の借入500百万円、長期借入金の返済98百万円、ファイナン

ス・リース債務の返済による支出51百万円、配当金の支払177百万円等を行い、172百万円のキャッシュの増加（前

期比509百万円キャッシュ増）となりました。

　これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は前年度比329百万円減少し、期末残高は1,222百万

円となりました。
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２．企業集団の状況

当社の企業集団は、当社、子会社３社及びその他の関係会社２社で構成され、事務機器、粉末冶金、カイロ還元用等

の素材である粉体(フェライト粉、鉄粉)及び脱酸素剤他の製造販売を行っております。

　当社グループの事業における位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。 なお、セグメント情報にお

ける報告セグメントと同一の区分であります。

（キャリア事業）

当部門においては、主に複写機・プリンター業界向けに電子写真用キャリアを生産・販売しており

ます。主な関係会社は、パウダーテックインターナショナルコープであります。

（鉄粉事業）

当部門においては、カイロ用、粉末冶金用などの各種鉄粉と、主に食品業界向けに品質保持用とし

て脱酸素剤、酸素検知剤を生産・販売しております。主な関係会社は、（株）ワンダーキープ高萩で

あります。

非連結子会社㈱ピーティーエスは、当社の事業に関連する物流等の受託業務を行っております。

　その他の関係会社の三井金属鉱業㈱、㈱南悠商社は、両社から原材料の仕入等を行っております。

事業系統図は次のとおりであります。
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

パウダーテックは、情報と市場を広く世界に求め、絶え間なく技術の前進を続ける企業であります。

当社の経営理念は、

　 １．技術を以って社会の繁栄に貢献する

　 １．誠実を以って貫く

　 １．チャレンジ精神、開拓精神に徹する

　 １．社会のニーズに迅速に対応する

であります。

（２）目標とする経営指標

当社グループは売上高経常利益率が経常的に10％を上回ることを目標として経営基盤の強化に取り組んでおりま

す。なお、当期の売上高経常利益率は13.0％であります。

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

当社グループの事業展開につきましては、以下の課題に取り組むことで、より強固な事業基盤を作り上げます。

キャリア事業

オフィス用複写機のカラー化の進展、デジタル商業用印刷分野の拡大は引き続き継続するものと考えられ、これ

に伴うキャリア需要増加に対応すべく以下の課題に取り組みます。

－長寿命化によるお客様のコスト削減やさらなる省エネ・高画質化に対応できる次世代キャリア開発と量産プロセ

スの確立。

－完成した新工場の早期戦力化によるＢＣＰを念頭に置いた安定増産体制の確立と、さらなる省エネ活動によるコ

ストダウンの強化。

－特殊プロセスを導入して個別お客様ニーズに対応した開発商品群の増産体制確立。

－フェライトキャリア技術を応用展開した新規用途開発の加速。

鉄粉事業

食品の品質保持に使用される脱酸素剤関連および鉄粉製品については、次のような課題に取り組みます。

－差別化商品である検知機能付き脱酸素剤の拡販、並びに金属探知機対応や小型化等のお客様ニーズに合わせた開

発商品の量産体制確立。

－カイロ用鉄粉ソースの多様化による安定供給体制の拡充。

シェア世界一のキャリア事業はもとより、鉄粉事業においても上記のような諸施策を確実に実行し、業界で確固た

る地位を築くと同時にさらに高い収益を確実にあげうる経営基盤を構築してまいります。

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、海外からの資金調達の必要性が乏しい

ため、会計基準につきましては日本基準を適用しております。
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５．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26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 277,636 265,562

受取手形及び売掛金 1,073,837 1,141,457

商品及び製品 1,133,932 1,062,824

仕掛品 873,814 692,352

原材料及び貯蔵品 367,442 395,192

繰延税金資産 132,122 120,313

預け金 1,274,555 956,633

その他 34,653 41,554

貸倒引当金 △700 △624

流動資産合計 5,167,293 4,675,267

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,655,397 4,306,846

減価償却累計額 △2,455,642 △2,525,234

建物及び構築物（純額） 1,199,755 1,781,612

機械装置及び運搬具 6,839,478 8,135,836

減価償却累計額 △5,583,858 △5,875,754

機械装置及び運搬具（純額） 1,255,620 2,260,081

土地 1,860,198 1,860,198

リース資産 1,443,767 1,291,942

減価償却累計額 △1,199,533 △1,118,962

リース資産（純額） 244,234 172,980

建設仮勘定 252,776 155,708

その他 427,517 456,638

減価償却累計額 △360,316 △385,376

その他（純額） 67,201 71,262

有形固定資産合計 4,879,786 6,301,844

無形固定資産

その他 1,865 1,865

無形固定資産合計 1,865 1,865

投資その他の資産

投資有価証券 17,612 19,018

繰延税金資産 161,435 152,585

その他 35,903 46,079

貸倒引当金 △5,199 △5,199

投資その他の資産合計 209,750 212,482

固定資産合計 5,091,401 6,516,191

資産合計 10,258,695 11,191,459
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 822,394 1,026,440

1年内返済予定の長期借入金 98,000 198,000

リース債務 50,191 43,634

未払金 512,656 356,111

未払法人税等 317,965 230,572

未払事業所税 17,311 17,466

未払消費税等 4,181 44,313

賞与引当金 177,424 185,428

役員賞与引当金 28,000 30,000

その他 143,226 130,411

流動負債合計 2,171,351 2,262,378

固定負債

長期借入金 196,000 498,000

リース債務 196,549 131,421

長期未払金 20,946 20,946

環境対策引当金 5,900 4,537

退職給付に係る負債 428,052 449,433

固定負債合計 847,447 1,104,339

負債合計 3,018,799 3,366,717

純資産の部

株主資本

資本金 1,557,000 1,557,000

資本剰余金 1,566,000 1,566,000

利益剰余金 4,121,771 4,706,931

自己株式 △6,748 △7,406

株主資本合計 7,238,022 7,822,525

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,207 2,225

為替換算調整勘定 665 △8

その他の包括利益累計額合計 1,873 2,216

純資産合計 7,239,896 7,824,741

負債純資産合計 10,258,695 11,191,459
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 9,315,510 9,921,492

売上原価 6,819,420 7,335,560

売上総利益 2,496,089 2,585,932

販売費及び一般管理費

販売費 448,514 467,880

一般管理費 822,588 837,045

販売費及び一般管理費合計 1,271,103 1,304,926

営業利益 1,224,985 1,281,006

営業外収益

受取利息 7,368 9,469

為替差益 - 13,357

貸倒引当金戻入額 7,977 -

その他 9,755 8,146

営業外収益合計 25,101 30,973

営業外費用

支払利息 854 1,129

為替差損 3,976 -

債権売却損 20,806 24,342

その他 1,347 1,313

営業外費用合計 26,984 26,785

経常利益 1,223,102 1,285,194

特別損失

固定資産処分損 28,212 55,250

特別損失合計 28,212 55,250

税金等調整前当期純利益 1,194,889 1,229,943

法人税、住民税及び事業税 493,571 446,585

法人税等調整額 △11,826 20,294

法人税等合計 481,745 466,879

少数株主損益調整前当期純利益 713,144 763,063

当期純利益 713,144 763,063
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 713,144 763,063

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △343 1,017

為替換算調整勘定 16,633 △674

その他の包括利益合計 16,289 342

包括利益 729,433 763,406

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 729,433 763,406
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

為替換算調

整勘定

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 1,557,000 1,566,000 3,556,891 △6,401 6,673,489 1,551 △15,967 △14,415 6,659,073

当期変動額

剰余金の配当 △148,264 △148,264 △148,264

当期純利益 713,144 713,144 713,144

自己株式の取得 △347 △347 △347

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△343 16,633 16,289 16,289

当期変動額合計 ― ― 564,879 △347 564,532 △343 16,633 16,289 580,822

当期末残高 1,557,000 1,566,000 4,121,771 △6,748 7,238,022 1,207 665 1,873 7,239,896

当連結会計年度(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 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

為替換算調

整勘定

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 1,557,000 1,566,000 4,121,771 △6,748 7,238,022 1,207 665 1,873 7,239,896

当期変動額

剰余金の配当 △177,903 △177,903 △177,903

当期純利益 763,063 763,063 763,063

自己株式の取得 △658 △658 △658

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
1,017 △674 342 342

当期変動額合計 ― ― 585,160 △658 584,502 1,017 △674 342 584,844

当期末残高 1,557,000 1,566,000 4,706,931 △7,406 7,822,525 2,225 △8 2,216 7,824,741
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27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 1,194,889 1,229,943

減価償却費 671,090 608,538

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,291 △76

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,228 8,004

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 2,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 28,836 21,380

環境対策引当金の増減額（△は減少） - △1,362

受取利息及び受取配当金 △7,476 △9,583

支払利息 854 1,129

為替差損益（△は益） △5,099 △2,834

有形固定資産除却損 13,726 55,250

売上債権の増減額（△は増加） 95,199 △63,675

たな卸資産の増減額（△は増加） △435,815 243,467

仕入債務の増減額（△は減少） △17,119 178,247

未払金の増減額（△は減少） 130,170 △87,537

未払消費税等の増減額（△は減少） △38,228 40,131

その他 34,952 △6,765

小計 1,658,918 2,216,257

利息及び配当金の受取額 7,476 9,583

利息の支払額 △854 △1,129

法人税等の支払額 △343,781 △533,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,321,759 1,690,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △652,223 △2,183,250

有形固定資産の除却による支出 - △15,134

有形固定資産の売却による収入 273 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △651,950 △2,198,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△90,713 △51,279

長期借入れによる収入 - 500,000

長期借入金の返済による支出 △98,000 △98,000

自己株式の取得による支出 △347 △658

配当金の支払額 △148,264 △177,903

財務活動によるキャッシュ・フロー △337,324 172,158

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,677 5,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 345,161 △329,994

現金及び現金同等物の期首残高 1,207,030 1,552,191

現金及び現金同等物の期末残高 1,552,191 1,222,196
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（５）連結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。

(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) 連結子会社の数 2社

　パウダーテックインターナショナルコープ

　㈱ワンダーキープ高萩

(2) 主要な非連結子会社名

　㈱ピーティーエス

連結範囲から除いた理由

非連結子会社は企業集団における重要性が低く、また、この総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

等は小規模であります。したがって、これを連結対象から除外しても企業集団の財政状態及び経営成績に関

する合理的な判断を妨げないため連結対象から除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社については連結純損益及び利益剰余金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

ないため、これらの会社に対する投資勘定については、持分法を適用せず原価法により評価しております。関連

会社はありません。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社パウダーテックインターナショナルコープの決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に

あたっては同日現在の財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

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たな卸資産

移動平均法による原価基準（収益性の低下による簿価切下げの方法）

②有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末決算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基準

③デリバティブ

時価法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く)

主として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(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、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ５～38年

機械装置及び運搬具 ２～８年

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

③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（残価保証の取り決めがある場合には残価保証額）とする

定額法によっております。

④長期前払費用

均等償却によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売掛金、貸付金等債権の貸倒損失に備えるため、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債権の回収可能性を検討し計上しております。

②賞与引当金

従業員に対する賞与支給見込額のうち、当期負担額を当期の費用に計上するため設定したものであり、支給

見込額基準により計上しております。

③役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当期における支給見込額に基づき計上しております。

④環境対策引当金

ＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)の処理が法定化されたことに伴い、ＰＣＢ廃棄物の処理費用に充てるため、見

積額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の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。なお、在外連結子会社は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

将来のたな卸資産（主として原料）の購入に係る為替相場の変動によるリスクを回避する目的で、為替予約

取引を利用できる社内規則を設けております。

③ヘッジ方針

ヘッジの手段であるデリバティブ取引は、実需の範囲内で行う方針としております。

④ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引については、ヘッジ対象の予定取引と重要な条件がほぼ同じであり、ヘッジに高い有効性があ

るとみなされるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

(6) 退職給付に係る負債並びに退職給付費用の処理方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法を用いた簡便法を適用しております。
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(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３カ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) 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。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「不動産賃貸料」は金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度より「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、

前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「不動産賃貸料」2,806千円は、

「その他」9,755千円として組み替えております。
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(連結包括利益計算書関係)

　 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 （単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

その他有価証券評価差額金

　当期発生額 △532 1,406

　組替調整額 ― ―

　 税効果調整前 △532 1,406

　 税効果額 188 △388

　 その他有価証券評価差額金 △343 1,017

為替換算調整勘定

　当期発生額 16,633 △674

　組替調整額 ― ―

　 税効果調整前 16,633 △674

　 税効果額 ― ―

　 為替換算調整勘定 16,633 △674

その他の包括利益合計 16,289 342

　

(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

(１)報告セグメントの決定方法

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、本社に製品別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品について包括的な戦略を立案し事業活動を展

開しております。

　したがって、当社は、事業部門を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「キャリア事業」、「鉄粉事

業」の２つを報告セグメントとしております。

(２)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「キャリア事業」は、主に複写機・プリンター業界向けに電子写真用キャリアを生産・販売しております。「鉄粉事

業」は、カイロ用、粉末冶金用などの各種鉄粉と、主に食品業界向けに品質保持用として脱酸素剤、酸素検知剤を生

産・販売しております。

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、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項」における記載と同一であります。棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ

前の価額で評価しております。

　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。
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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

前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

キャリア
事業

鉄粉事業 合計 調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２

売上高

外部顧客への売上高 6,886,838 2,428,672 9,315,510 ― 9,315,510

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,886,838 2,428,672 9,315,510 ― 9,315,510

セグメント利益 1,489,364 114,088 1,603,452 △378,470 1,224,985

その他の項目

減価償却費 577,500 45,655 623,156 47,933 671,090

(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△378,470千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△377,740千円及

び棚卸資産の調整額△727千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)減価償却費の調整額47,933千円は、報告セグメントに帰属しない本社等の減価償却費であります。

　 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。

　 ３．セグメント資産については、主力であるキャリア事業に関連する資産の総資産に占める割合が高く、特に各

セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

キャリア
事業

鉄粉事業 合計 調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２

売上高

外部顧客への売上高 7,519,076 2,402,416 9,921,492 ― 9,921,492

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,519,076 2,402,416 9,921,492 ― 9,921,492

セグメント利益 1,577,904 107,890 1,685,794 △404,792 1,281,006

その他の項目

減価償却費 504,968 51,181 556,150 52,387 608,538

(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△404,792千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△405,538千円及

び棚卸資産の調整額746千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)減価償却費の調整額52,387千円は、報告セグメントに帰属しない本社等の減価償却費であります。

　 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。

　 ３．セグメント資産については、主力であるキャリア事業に関連する資産の総資産に占める割合が高く、特に各

セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

決算短信 （宝印刷）  2015年05月12日 11時11分 18ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



パウダーテック株式会社(5695) 平成27年３月期 決算短信

－ 17 －

(関連情報)

前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

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。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

国内の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えているため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国内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％を超えているため、記載

を省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱ 2,192,511 キャリア事業

㈱リコー 1,262,014 キャリア事業

京セラドキュメントソリューションズ㈱ 951,045 キャリア事業

当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

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。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

国内の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えているため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国内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％を超えているため、記載

を省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱ 2,593,185 キャリア事業

㈱リコー 1,445,847 キャリア事業

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年05月12日 11時11分 19ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



パウダーテック株式会社(5695) 平成27年３月期 決算短信

－ 18 －

(１株当たり情報)

　

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 488円35銭 527円86銭

１株当たり当期純利益金額 48円10銭 51円47銭

(注)１．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。

　 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益（千円） 713,144 763,063

　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（千円） 713,144 763,063

　普通株式の期中平均株式数（株） 14,825,868 14,824,550

　 ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度末
(平成26年３月31日)

当連結会計年度末
(平成27年３月31日)

純資産の部の合計額（千円）
7,239,896 7,824,741

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 7,239,896 7,824,741

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
14,825,299 14,823,509

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

　

決算短信 （宝印刷）  2015年05月12日 11時11分 20ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



パウダーテック株式会社(5695) 平成27年３月期 決算短信

－ 19 －

６．その他

役員の異動

本異動につきましては、平成27年６月26日開催予定の第49回定時株主総会、及びその後の取締役会において正式

に決定する予定であります。

　

（1）代表取締役の異動

新役職名 氏名 現役職名

代表取締役社長
さとう ゆうじ

専務取締役キャリア事業部長
佐藤 祐二

（2）取締役の異動

①昇格予定取締役

新役職名 氏名 現役職名

常務取締役鉄粉事業部長
やまべ こうじ

取締役鉄粉事業部長
山邉 耕治

②新任取締役候補

新役職名 氏名 現役職名

取締役キャリア事業部長
なかこ あきら

キャリア事業部副事業部長
仲子 啓

③退任予定取締役

新役職名 氏名 現役職名

―
すみだ ひろし

代表取締役社長
隅田 洋

　

（3）監査役の異動

①新任監査役候補

新役職名 氏名 現役職名

監査役
ひさおか いっし

三井金属鉱業株式会社
取締役 兼 常務執行役員
兼 機能材料事業本部長

久岡 一史

　久岡 一史氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役候補者であります。

②辞任予定監査役

新役職名 氏名 現役職名

―
もりた まさひさ

監査役
森田 正久

以 上
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