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　当社グループの2016年3月期は、売上高は前期比

1.8％増の122億56百万円、営業利益は前期比3.5％増

の14億25百万円となりました。

　売上高につきましては、アグリ事業で取引先の在庫調

整が影響し減収となりましたが、化成品事業において高

付加価値品であるクニピアの販売が好調に推移したこと、

ベントナイト事業の土木建築部門で地熱向けや処分場向

け需要を取り込めたこと、鋳物部門で昨年新設したタイ

の子会社の売上が加わったこと等により増収となり、過

去最高を更新しました。

　営業利益につきましても、円安による原材料費の値上

がりや輸送コストの上昇はあったものの、採算性の高い

化成品事業が好調に推移し、増益となりました。

　2017年3月期の見通しにつきましては、中国等の新

興国の景気失速や不安定な為替相場のなか、国内では人

手不足の慢性化も懸念され、依然として先行き不透明感

が残る一方で、東京オリンピック等に向けたインフラ整

備や復興関連等の内需は引き続き期待できます。

　主力事業であるベントナイト事業におきまして、鋳物

部門は、タイを中心に東南アジア地域でシェア向上を

図ってまいります。土木建築部門は、堅調な外部環境を

活かして積極的な営業活動を行うとともに、地熱等の

株主・投資家の皆さまへ

トップインタビュー

ボーリング関連の需要も獲得してまいります。

　アグリ事業におきましては、小名浜工場に新設した設

備等を活用しながら、新規品の獲得や既存品の受注増に

繋げるとともに、化成品事業におきましては、高付加価

値品であるクニピアとスメクトンの増産体制を整え、海

外市場や新市場への拡大を図ってまいります。また、引

き続き徹底したコストダウンにより損益分岐点を引き下

げ、高収益事業構造の確立を図り、売上高および利益の

確保にグループ一丸となって取り組んでまいります。

　2019年3月期までの3ヵ年の取り組みのなかでも、特

に重要なテーマとして位置づけているのは、高付加価値

品を軸とした海外市場への売上拡大と新規用途開発、

「省人化」「省力化」設備導入による中長期的なコストダ

ウンへの取り組みであります。

　前者につきましては、化成品事業のクニピアや土木建

築部門の止水材を軸に考えております。受注増が見込ま

れるクニピアは前述のとおりスメクトンとともに、増産

体制構築に向けた設備投資を行ってまいります。さらに

化成品事業につきましては、クニピア等の高性能化や特

性強化により、異分野・異業種へと裾野を拡げていきま

す。止水材につきましては、生産効率アップのため設備

の新設を進めてまいります。また、タイの子会社を足掛

かりに東南アジア地域への展開を図るとともに、鉱山子

会社での新採掘工法構築に向けた採掘設備の増強や国内

原鉱の質的向上を図ってまいります。

　後者につきまして、2017年3月期の当社グループの

設備投資額は、前期比約2倍の1,450百万円を計画して

おります。今後の生産年齢人口の減少に備え、まずは既

存設備の更新や新規設備の導入時に省人化・省力化を推

進し、生産性向上に繋げていくとともに、多品種少量生

産を行うアグリ事業につきましては、IoTなどの活用を

視野に入れた設備最適化を図るなど、次のステップへの

種まきをしてまいります。

　当社は、より透明性の高いガバナンス体制を構築すべ

く、今年から監査等委員会設置会社に移行しました。幸

いにも当社では、これまで成長を支える基盤としてコー

ポレート・ガバナンスが機能してきたと考える一方、昨

年6月に東京証券取引所が適用したコーポレートガバナ

ンス・コードの趣旨や精神を十分鑑みるなかで、自己規

律を高め続け、中長期的に企業価値を上げていく仕組み

の構築も必要であると考えていました。

　このたび設置した当社の監査等委員会は、監査等委員

である取締役4名（うち3名が社外取締役）で構成され

たこともあり、社外取締役の方の忌憚のないご意見が当

社のコーポレート・ガバナンスの質をより一層向上させ

ていくことが期待されます。

　グローバリゼーションの進展により、コーポレート・

ガバナンスは「守り」から「攻め」への変革が今後も一

層強く求められております。当社は、グローバリゼー

ション下の変化と多様性の潮流を乗り越えるべく、監査

等委員会設置会社の利点を活かし、経営陣による意思決

定の迅速化や監督機能の強化を図るとともに、人材育成

にも注力し、経営にあたる一人ひとり、ひいては社員一

人ひとりが自己規律の精神をもって仕事にあたることで、

当社グループの持続的な発展に繋げてまいります。

　当社グループは、2016年４月から新たな中期経営計画をス
タートしております。同計画では、前中期経営計画で基盤を構築し
た分野におきまして、省人化・省力化を中心とする設備投資を推進
し、成長分野へ人材を投入していくことで、グループ間のシナジー
効果をさらに発揮させ、中長期での収益拡大を図ってまいります。
　また、2016年３月期の期末配当につきましては、基本方針を踏
まえたうえで、当社を支えていただいている株主の皆さまのご支
援にお応えするため、普通配当を20円に増配いたしました。
　株主および投資家の皆さまには、今後とも一層のご理解とご支
援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長　國峯 保彦

積極的に経営資源を投入し、
高収益事業構造の構築を目指してまいります。

2016年3月期の業績と2017年3月期の
見通しについて聞かせてください。

新中期経営計画に掲げる3ヵ年の取り組みで
重点的な施策について聞かせてください。

コーポレート・ガバナンスに対する
考えについて聞かせてください。
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クニミネグループ中期経営計画（2017年3月期〜2019年3月期） トピックス
新たに2017年3月期を初年度とする中期経営計画を策定しました。 2015年１月にタイに新設したKUNIMINE（THAILAND）CO., LTD.と、2016年４月に事業再編のもと新たにスタート

したクニミネマーケティング株式会社（旧 関東ベントナイト鉱業株式会社）をご紹介いたします。

KUNIMINE（THAILAND）CO., LTD. の事業概要

クニミネマーケティング（株）の事業概要

多くの鋳物関係のユーザーが東南アジア地域に海外拠点を置くなか、同地域の日系企業を中心にベン
トナイト製品の販売やコンサルティングサービスの提供を本格的に行うことを目的に設立しました。

ペット関連事業を中心とする仕入販売機能に特化することで、お客さまのニーズに素早く対応するこ
とを目的に、社名を変更し再出発しました。

鋳造する鋳物の種類によってベントナイトの適切な種類や配合は異なり、適合しないと鋳物表面に凸凹や穴空きな
どの不良が発生します。KUNIMINE（THAILAND）CO., LTD.は、製品販売後もユーザーの工場で技術指導や不良品
の低減に向けた調整試験等のアフターサービスを実施しており、現地でも信頼と実績を着実に積み重ねています。

鉱山で採掘したベントナイトは、工場での粉砕・加工（ペレットや破砕の形状）によりペット用トイレ砂として成形
され、クニミネマーケティング（株）を通じてお近くのスーパーマーケットやホームセンター等で販売されています。
クニミネマーケティング（株）では自社製品の取扱いのみではなく、他ペットメーカーや大手小売店などとPB
品の開発も進めています。

創業以来70年以上にわたり蓄積した知見と技術を活かし、
さらなる高付加価値品の開発・販売と省人化を主眼とする。

2016年3月期
実績

2019年3月期
目標

直近の実績と中期経営計画目標

129億円

122億円

2016年3月期
実績

2019年3月期
目標

営業利益率

17.4億円

14.2億円

11.6％11.6％

13.5％13.5％

売上高 営業利益

中長期的な基本戦略

2017年3月期の具体的な取り組み
ベントナイト事業部門 アグリ事業部門

化成品事業部門

基本戦略実現に向けた
3ヵ年の取り組み海外市場との

関係拡充
国内基盤事業の増強

既存資源の
利用高度化

ー 資源とシステムを科学し、
顧客の創造を図る ー➡自社原鉱の特性を活かし

た差別化製品、オンリー
ワン製品を軸とした海外
市場への進出強化

➡高品質原鉱の探査および
調達

➡既存資源の質的向上・量的
拡大

➡ベントナイトの他分野への
応用的用途検証

➡オンリーワン商品の実現に
向けた異分野連携の強化

➡オリンピック関連を軸と
した国内インフラ整備事
業への継続的対応

➡省人化と管理体制強化に
向けた設備投資の増強

➡探査の強化と鉱区の拡張

➡タイの子会社を通じて東南アジア地域での
シェア向上

➡地熱向け等の国内需要の取り込みと止水材
の海外未開拓市場への展開

➡省人化および管理体制強化のための設備投資

➡「クニピア」と「スメクトン」の増産体制構築

KUNIMINE（THAILAND）CO., LTD.

クニミネマーケティング株式会社

クニミネマーケティング（株）

KUNIMINE（THAILAND）CO., LTD.

原料
供給

製品供給

販売

グループ会社鉱山

現地OEM品供給会社 タイ国内の日系企業
(自動車部品メーカー)

スーパーマーケット、ホームセンター、
ペットショップなど

自社および
グループ会社工場

製品供給

ベントナイト
製品の販売

コンサルティング
サービス

KUNIMINE INVESTORS GUIDE 2016 KUNIMINE INVESTORS GUIDE 201603 04



化成品事業部門
次世代に応えるベントナイト
技術の最先端
化粧品・シャンプーなどサラッとし
た肌触りや塗料などの沈降・タレ
防止に活用します。
お肌の保湿効果を高めます。

アグリ事業部門
蓄積された高度なノウハウを
核に、ユーザーニーズの
高付加価値化を実現
農薬を粒状に加工することによっ
て、粉立ちを抑え、周辺の環境や
農作物への汚染を防ぐことができ
ます。
また、目的場所に確実にまくこと
ができ、作物が生育中でも地面に
しっかり届くなど、ユーザーが容
易に取り扱うことを可能にしてい
ます。

鋳物部門
長きにわたり培われた
鋳造技術を多面的にサポート
自動車や産業機械の部品、マン
ホールの蓋などを製造するときに
使われる鋳物生型の粘結材とし
て使用されています。

ペット関連部門
人とペットが楽しく幸せに暮らす
ライフスタイルをご提案
ペットの尿を素早く吸収し、イヤな
においを消臭します。
ペット用トイレの砂がガッチリと
固まり、排泄物を手軽に処理でき
ます。

KUNIMINE
GROUP

クニミネグループを支えるベントナイト

　ベントナイトは、火山灰が海水と接触したり、凝灰岩が熱水変質によって生成した
もので、米国ワイオミング州Fort Bentonの古い地層中から産する粘土に因んで名
付けられました。一般にクリーム色や淡いグリーンで、爪痕が残るほど軟らかく、水に
浸すとヌルヌルするのでSoapstoneとも呼ばれています。
　また、水を吸うと数倍にも膨れるという性質もベントナイトの特長の一つです。モン
モリロナイトを主成分とし、交換性陽イオンが主としてNaであるものをナトリウムベ
ントナイト、Caであるものをカルシウムベントナイトと呼んでいます。

　ベントナイトは古くから土木建築工事の施工や工業製品
の製造に不可欠な素材として、また、身近なところでは化
粧品や医薬品などの原料として幅広く利用されてきました。
　最近では層状鉱物であることの特徴を活かし、インター
カレーション技術※1を応用して有機物や薬剤との複合化
を図ることにより、新規材料として利用しようとする試み
が行われております。
　また、ベントナイトを主成分とした薄膜に関する研究も

進められており、従来のポリマーフィルムより優れた高度
なガスバリア膜として、注目を集めております。
　当社ではユビキタス元素戦略※2のもと、ベントナイトの
優れた性質を活かし、結晶レベルでの機能制御を目標とし
て、新規複合材料の開発に着手しております。

※1 インターカレーション技術 ： 層と層の間に異種の分子やイオンを取り込ませる技術
※2 ユ ビ キ タ ス 元 素 戦 略 ：   資源量が豊富で無害な元素からなる材料に、高機能

を発揮させる技術戦略

● ベントナイトの将来性とクニミネ工業の研究開発の方向性について● ベントナイトとは？

土木建築部門
高い品質と技術で、安心・快適な
生活環境づくりに貢献
建物の基礎になる杭の掘削工事
で使用する安定液※にベントナイ
トが配合されています。また、主
に地下構造物の防水材料として
止水材が使用されています。
最終処分場やため池などの遮水
工事では、漏水防止に利用され
ています。
東京都下水道局との共同事業で、
下水汚泥焼却灰の用途開発など
も行っています。
※安定液とは、ベントナイトを水に溶解させた泥
水で、掘削中の孔の崩壊を防ぐ効果があります。

事 業 活 動 紹 介
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　自動車や産業機械の部品となる鋳物を造る
ための鋳型は、ベントナイトを粘結材とした砂
を成型することで造られます。この鋳型は生産
性に優れたものであり、多くの鋳物生産に用い
られています。
　鋳物部門では、ベントナイト製品の販売のみ
ではなく、お客さまに対し最良の生産環境を構
築するためのサポートも行っています。鋳物砂
の分析を行っている黒磯研究所では、お客さ
まの様々なニーズに応え、当社グループ独自の
トータルエンジニアリングサービスを提供して
います。
　今後もKUNIMINE（THAILAND）CO.,LTD.
を通じて東南アジアへ進出する日系企業との
連携を強め、海外ユーザーへの対応に注力し
てまいります。

　ベントナイトの高い吸水性と粘結性を利用
し、ペットの尿などの排泄物を固め、手軽に処
理するペット用トイレ砂は、私たちの最も身近
なベントナイト製品です。
　ペット業界において日常的な消耗品が多い
ペットケア用品市場では、円安効果により安価
な輸入品の流入に歯止めはかかりましたが、
消費者の低価格志向は定着するなか、ＰＢ品
の展開が加速しております。
　このような状況下、ペット用トイレ砂の仕入
販売はクニミネマーケティング株式会社に一
本化しました。今後は窓口を統合したことで効
率的な販売体制を築き、お客さまのニーズに
対応してまいります。

　アースドリル工法などの杭基礎の掘削工事時にはベントナイト泥水を
使用することにより、粘土分で孔壁に膜を形成し、水の浸透による孔壁
崩壊を防止しています。また、ベントナイトの遮水性を活かし、一般廃棄
物処分場の遮水工事にベントナイト混合土が用いられているほか、「クニ
シール」や「クニシート」の止水材が、主に地下構造物の防水材料として
使用されています。
　放射能汚染廃棄物の処分場向けにおいても、環境負荷が少なくコスト
パフォーマンスに優れるベントナイトのニーズが高まりつつあり、再生可
能エネルギーである地熱発電や海底資源掘削向けなどを中心にボーリ
ング需要も増加しています。
　引き続き処分場向け需要の取り込みを推進するとともに、東京オリン
ピック等に向けた国内公共インフラ整備事業への取り組み、再生可能エ
ネルギーとしての地熱発電関連、海底資源掘削への対応等において、積
極的な営業活動を展開してまいります。また、止水材は海外未開拓市場
への展開を図ってまいります。

●クニボンドTY－M
●クニボンドTY
●クニゲルVA
●クニボンドM
●ネオクニボンド
●クニゲルVAS

主力商品

主力商品

「猫砂1番」シリーズ　●猫砂1番 ●猫砂1番金印 ●猫砂1番大粒
「プレディ」シリーズ　●消臭剤から生まれたねこ砂

●鋳物部門 ●ペット関連部門

●土木建築部門

砂型鋳造の現場

黒磯研究所のシリカ分析の様子

ベントナイト事業部門

2016年3月期　事業部門別売上高構成比

12,256
百万円

売上高
合計

ベントナイト事業部門
売上高 8,449百万円

構成比 69.0%

化成品事業部門
売上高 1,081百万円
構成比 　8.8%

アグリ事業部門
売上高 2,725百万円
構成比 22.2%

ペット関連部門
売上高 697百万円

構成比 5.7%

土木建築部門
売上高 2,963百万円

構成比 24.2%

鋳物部門
売上高 4,788百万円

構成比 39.1%

猫砂１番 消臭剤から
生まれたねこ砂

猫砂１番
（中身）

消臭剤から	
生まれたねこ砂

（中身）

事 業 部 門 紹 介

主力商品

●クニゲルＶ１ ●クニゲルＶ２ ●クニゲルＧＴ 
●クニゲルＧＳ ●クニゲルＭＢ ●クニゲルＵ  
●佐渡 ●＃２５０ ●クニシール ●クニシート

一般廃棄物処分場の建設現場

地熱ボーリングの現場
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事業活動の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府およ

び日銀の経済政策や金融政策により緩やかな回復基

調が見られたものの、個人消費を中心に足取りは鈍く、

中国等の新興国経済の減速に加え、不安定な為替相

場等の影響から輸出面で力強さを欠くなど、景気は足

踏み状態が続きました。

　当社グループにおきましては、主要納入先のうち、

鋳物業界は、軽自動車増税の影響を受け国内自動車

生産台数が減少いたしました。土木建築業界におきま

しては、住宅取得支援策等の政策効果により新設住

宅着工戸数は一時持ち直しましたが、夏場以降は鈍化

いたしました。農薬業界におきましては、米価低迷等

の影響から在庫調整が行われるなど、厳しい状況で推

移いたしました。

　このような背景のもと、当社グループは、高付加価

値品であるクニピア等の輸出やタイでの販売展開に

注力するとともに、原材料の見直しや価格改定等によ

り、売上高および利益の確保に努めてまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は前期比

1.8％増の122億56百万円となりました。経常利益は

採算性の高いアグリ事業部門の減収に加え、前期の

為替差益が差損に転じた影響が大きく、前期比4.8％

減の15億45百万円となりましたが、親会社株主に帰

属する当期純利益は前期比3.0％増の10億31百万

円となりました。

ベントナイト事業部門
　鋳物関係につきましては、主要納入先の乗用車等で国内生産
台数は減少し、建機の輸出も低迷したものの、KUNIMINE
（THAILAND）CO.,LTD.の売上が加わり、増収となりました。
　土木建築関係につきましては、マンション等の民間工事は伸び
悩みましたが、地熱向けや廃棄物処分場向けの受注が好調に推移
し、増収となりました。
　ペット関係につきましては、増税後の反動減からの回復に加え、
新規納入先による取扱量の増加により、増収となりました。
　以上の結果、当事業部門の売上高は84億49百万円（前期比
4.7％増）となりました。

アグリ事業部門
　取引先の在庫調整で除草剤の受注が大幅に減少したこと等によ
り、減収となりました。
　以上の結果、当事業部門の売上高は27億25百万円（前期比
8.1％減）となりました。

化成品事業部門
　厳しい競争が続く環境保全処理剤がほぼ横ばいで推移するなか、
クニピアは輸出向けが好調に推移するとともに価格改定等も寄与
し、増収となりました。
　以上の結果、当事業部門の売上高は10億81百万円（前期比
7.4％増）となりました。

事業の経過および成果

　ファインケミカル分野のうち、ベントナイトの主成分であるモンモリロ
ナイトの純度を高めた精製ベントナイト「クニピア」は、保湿性や伸展性、
増粘性が向上し、私たちの毎日の生活に欠かせない化粧品・塗料・医薬
品等に配合されています。また、合成スメクタイト「スメクトン」は、高粘
性や高チクソ性を発揮する特長を活かし、透明性のある増粘剤や機能
性向上剤として、幅広い分野で利用されています。
　「環境保全処理剤」は、清掃工場の大気汚染防止など、排ガス処理
工程において利用されています。
　競争激化が続く「環境保全処理剤」は、新機能を付与し差別化を図っ
てまいります。ファインケミカル分野につきまして「クニピア」は、海外
市場や新市場での販売拡大が見込まれており、いわき工場では今期よ
り増産のための設備増強を図ってまいります。また、同工場では前期に
取得した合成スメクタイト設備の移設工事が今期夏頃の完成予定であ
り、今後は合成粘土市場への展開も強化してまいります。

　製剤技術に強みをもつ当社グループでは、農薬加工において薬効成
分が放出される速度や量をコントロールする技術などを活かし、国内・
海外の農薬メーカーなどから農薬の加工を受注しています。
　農薬業界では消費者ニーズの多様化や商品サイクルの短期化に伴
い、多品種少量化の流れが加速するとともに、殺虫・殺菌剤と除草剤の
クロスコンタミネーション※を防止する管理体制や薬害への対策強化が
一層厳しく求められています。
　当社グループでは、多品種少量生産とクロスコンタミネーション防止
に対応できる体制を構築するとともに、独自の造粒技術に磨きをかけ
ながら、受注を拡大してまいりました。なお、前期は小名浜工場の西エ
リアに製剤工場を新設し、生産管理体制の強化を図っております。
　今後は小名浜、郡山、太田の３工場を保有する強みや小名浜工場に
新設した設備等を活かし、新規品や既存品の受注を増やしてまいりま
す。

※  クロスコンタミネーション（交叉汚染）：製造過程で農薬製品同士が混じり合うこと

⃝クニピア　⃝スメクトン　⃝環境保全処理剤

主力商品

●クニゲルV1　 ●クニゲルV2　 ●クニボンド　 ●クニピア

主力商品

アグリ事業部門

化成品事業部門

事 業 部 門 紹 介
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事業部門別売上高と前期比較
（単位：百万円）

区　分 当連結会計年度売上高
前期比較

金　額 比　率

ベ ン ト ナ イ ト 事 業 8,449 381 4.7%

ア グ リ 事 業 2,725 △238 △8.1　

化 成 品 事 業 1,081 74 7.4　

合 計 12,256 216 1.8　
（注）	１．金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
	 ２．前期比較中の△印は、減少であります。

小名浜工場に新設した製剤工場建屋

上記製剤工場の内部

いわき工場に建設中の合成スメクタイト設備
（2016年夏頃完成予定）

左から「スメクトン－ＳＡ」「スメクトン－ＳＴ」「クニピア－Ｆ」の
水分散液
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連結財務諸表
（単位：千円）

2015/3 2016/3

資産の部

流動資産� 1 現金及び預金 5,539,604 4,395,429

受取手形及び売掛金 3,691,254 3,630,008

たな卸資産 1,682,933 1,815,990

� 1 その他 406,460 1,523,193

貸倒引当金 △ 1,701 △ 1,295

　　流動資産合計 11,318,551 11,363,326

固定資産� 2 有形固定資産 4,301,664 4,508,448

無形固定資産 130,126 137,453

� 投資その他の資産 1,787,450 1,635,357

　　固定資産合計 6,219,242 6,281,259

資産合計 17,537,794 17,644,586

負債の部

流動負債 買掛金 1,011,449 805,440

� 3 短期借入金 ー ー

その他 1,234,714 1,225,430

　　流動負債合計 2,246,163 2,030,870

固定負債� 3 長期借入金 ー ー

閉山費用引当金 490,098 495,244

その他 586,988 507,862

　　固定負債合計 1,077,087 1,003,106

負債合計 3,323,250 3,033,977

純資産の部

株主資本 資本金 1,617,800 1,617,800

資本剰余金 2,794,107 2,794,107

利益剰余金 9,265,729 9,895,532

自己株式 △ 253,223 △ 253,286

　　株主資本合計 13,424,412 14,054,153

その他の包括利益累計額 576,571 318,393

非支配株主持分 213,559 238,061

純資産合計 14,214,543 14,610,608

負債純資産合計 17,537,794 17,644,586

連結貸借
対照表

連結損益
計算書

連結
包括利益
計算書

（単位：千円）

2015/3 2016/3

当期純利益 1,020,047 1,055,946

その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 197,622 △ 191,695

繰延ヘッジ損益 34,965 △ 65,466

為替換算調整勘定 90,450 △ 1,001

その他の包括利益合計 323,038 △�258,164

包括利益 1,343,085 797,782

（内訳） 親会社株主に係る包括利益 1,298,412 773,280

非支配株主に係る包括利益 44,673 24,502

好調な化成品事業に加え、ベントナイ
ト事業も増収となり、過去最高の売上
高を更新しました。

（単位：千円）

2015/3 2016/3

売上高� 4 12,040,081 12,256,327

売上原価 8,151,485 8,265,603

売上総利益 3,888,595 3,990,723

販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 1,469,416 1,463,541

発送運賃 990,530 1,035,301

保管費 51,977 66,686

営業利益 1,376,670 1,425,194

営業外収益� 受取利息及び配当金 109,072 134,589

� 5 その他 153,233 40,141

営業外費用 支払利息 3,550 3,163

� 5 その他 11,282 51,318

経常利益 1,624,143 1,545,444

特別利益 1,574 6,925

特別損失 34,370 11,083

税金等調整前当期純利益 1,591,347 1,541,286

法人税、住民税及び事業税 552,256 484,411

法人税等調整額 19,043 927

当期純利益 1,020,047 1,055,946

非支配株主に帰属する当期純利益 18,830 24,488

親会社株主に帰属する当期純利益 1,001,217 1,031,458

外貨建MMFの購入等により、「現金及
び預金」が1,144百万円減少し、「そ
の他」に含まれる有価証券が1,102
百万円増加しました。

POINT1

「有形固定資産」の増加は、小名浜工
場に農薬工場を新設したことや太田工
場に農薬製造設備を導入したこと等に
よるものです。

POINT2

当社は無借金経営であり、安定した財
務体質を維持しています。

POINT3

POINT4

為替相場の円高が進み、2015年3月
期に計上した保有外貨資産に対する
「為替差益」129百万円が「為替差
損」45百万円に転じました。

POINT5
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株価・出来高の推移

所有数別株主数分布状況

100単元以上
3.7%

１単元以上
46.7%

5単元以上
13.5%

１単元未満
4.4%

10単元以上
31.7%

所有者別株式数分布状況

外国法人等
1.4%

金融機関
16.6%

個人・その他
37.1%

金融商品取引業者
0.6%

株価（月足）（単位：円）

月間出来高（単位：千株）
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連結財務諸表
（単位：千円）

2015/3 2016/3

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,161,817 1,183,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 465,708 △ 663,788

財務活動によるキャッシュ・フロー� 6 541,727 △ 427,039

現金及び現金同等物に係る換算差額 177,302 △ 141,810

現金及び現金同等物の増加（△減少）額 2,415,137 △ 49,068

現金及び現金同等物の期首残高 2,999,338 5,414,476

現金及び現金同等物の期末残高 5,414,476 5,365,407

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2015年4月1日期首残高 1,617,800 2,794,107 9,265,729 △�253,223 13,424,412

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 401,655 △ 401,655

　親会社株主に帰属する当期純利益 1,031,458 1,031,458

　自己株式の取得 △ 62 △ 62

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 ー ー 629,803 △ 62 629,740

2016年3月31日期末残高 1,617,800 2,794,107 9,895,532 △�253,286 14,054,153

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分

純資産
合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

2015年4月1日期首残高 464,990 34,345 77,235 576,571 213,559 14,214,543

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 401,655

　親会社株主に帰属する当期純利益 1,031,458

　自己株式の取得 △ 62

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額（純額） △ 191,695 △ 65,466 △ 1,015 △ 258,177 24,502 △ 233,675

連結会計年度中の変動額合計 △ 191,695 △ 65,466 △ 1,015 △ 258,177 24,502 396,064

2016年3月31日期末残高 273,294 △�31,121 76,219 318,393 238,061 14,610,608

当連結会計年度
自：2015年4月 1日（至：2016年3月31日）

連結
キャッシュ・フロー

計算書

連結株主資本等
変動計算書

40,000,000株

14,450,000株

2,571名

大株主（上位１０名）

発行可能株式総数

発行済株式の総数

株主数

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）
クニミネエンタープライズ株式会社 4,542 33.93
クニミネ工業取引先持株会 729 5.45
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 465 3.47
日本化薬株式会社 438 3.27
株式会社みずほ銀行 410 3.06
クミアイ化学工業株式会社 329 2.46
ラサ商事株式会社 325 2.43
日本生命保険相互会社 306 2.29
株式会社三井住友銀行 300 2.24
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 259 1.94

（注）	1.当社は、自己株式を1,061,577株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
	 2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」
の減少は、配当金の支払額の増加等に
よるものです。なお、2015年3月期は
自己株式の処分による収入等がありま
した。

POINT6

株 式 の 状 況（ 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日 現 在 ）
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クニマイン（株） 川崎鉱業（株）

蔵王工場

いわき工場・研究所

小名浜工場

太田工場 郡山工場

関ベン鉱業（株） 左沢工場

黒磯研究所

名古屋支店
大阪支店

クニミネマーケティング（株）

本社御津工場

商　　号 クニミネ工業株式会社
代 表 者  代表取締役社長
 國　峯　保　彦
本　　社 〒101-0032
 東京都千代田区岩本町一丁目10番5号
 03-3866-7251（代表）
設　　立 1943年（昭和18年）6月1日
資 本 金  16億1,780万円
従業員数 217名

会社の主な事業目的
● 鉱業
● 岩石および粘土類の採取、加工ならびに販売
● 無機・有機の工業薬品、農薬、医薬品、医薬部外品、
　 動物用医薬品の製造・加工ならびに販売
● 食品・食品添加物、飼料・飼料添加物の製造・加工ならびに販売
● 水処理剤・廃汚泥水処理剤および処理装置の製造・販売
　 ならびに施工および運営
● 粉粒体・鋳造・土木用機器装置等に関連するプラントの設計・
　 施工および運営ならびにその機器類および資材の製造販売

当社は2016年６月29日開催の第82回定時株主総会終了後、監査等委員会設置
会社に移行いたしました。

会社概要 ネットワーク

グループ会社

（ご注意）
1.株主様の住所変更、買取請求、配当金の振込指定その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることと
なっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三
菱UFJ信託銀行）にお問い合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店にてもお取り次ぎいたします。
3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株主メモ

事業年度 4月1日〜翌年3月31日

期末配当金受領株主確定日 3月31日（中間配当を行う場合は9月30日）

定時株主総会 毎年6月

株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社

特別口座の口座管理機関

同連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL0120-232-711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第二部

公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL　http://www.kunimine.co.jp/

（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。）

役員一覧（2016年6月29日現在）

代表取締役社長 （全般） 國　峯　保　彦

取締役副社長 （経営戦略部長、経理部管掌） 川　島　利　昭

常務取締役 （ベントナイト事業部長、
アグリ事業部管掌） 木　村　敏　男

取 締 役 （化成品事業部長） 黒　坂　恵　一

取 締 役 （総務部長） 友　山　貴　之

取 締 役 （常勤監査等委員） 阿　部　好　男

社外取締役 （監査等委員） 伊　藤　　　尚

社外取締役 （監査等委員） 堀　越　　　孝

社外取締役 （監査等委員） 中　里　猛　志

本社
〒101-0032　東京都千代田区岩本町一丁目10番5号
電話	03-3866-7251（代）

名古屋支店
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル
電話 052-587-5232（代）

大阪支店
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番64号	新大阪千代田ビル
電話	06-6392-4581（代）

黒磯研究所
〒325-0013　栃木県那須塩原市鍋掛1085番地454
電話	0287-64-1981（代）

いわき工場・研究所
〒972-8312　福島県いわき市常磐下船尾町杭出作23番5号
電話 0246-44-7100（代）

左
あてらざわ

沢工場
〒990-1101　山形県西村山郡大江町大字左沢782番地
電話	0237-62-2255（代）

蔵王工場
〒989-0916　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字下田6番地
電話 0224-34-2011（代）

御
み と

津工場
〒441-0314　愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番17
電話	0533-76-3107（代）

太田工場
〒313-0008　茨城県常陸太田市増井町字上台166番地
電話	0294-72-2251（代）

小名浜工場
〒971-8184　福島県いわき市泉町黒須野字江越246番7号
電話 0246-56-5890（代）

郡山工場
〒963-0531　福島県郡山市日和田町高倉字榎田２番地１
電話 024-983-9201（代）

会 社 概 要 ／ 株 主 メ モ（ 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日 現 在 ） ネ ッ ト ワ ー ク ／ グ ル ー プ 会 社（ 2 0 1 6 年 6 月 2 9 日 現 在 ）
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クニマイン株式会社（株式100％保有）
ベントナイト原鉱石の採掘、販売
〒990-1271　山形県西村山郡大江町大字月布722番地9号
電話	0237-64-2121（代）

川崎鉱業株式会社（株式100％保有）
ベントナイト原鉱石の採掘、販売
〒989-1502　宮城県柴田郡川崎町大字今宿字上ノ台6番地1号
電話	0224-84-4661（代）

関ベン鉱業株式会社（株式100％保有）
ベントナイトの採掘、製造および販売
〒959-4622　新潟県東蒲原郡阿賀町白崎1573番地
電話	0254-99-2028（代）

クニミネマーケティング株式会社（株式100％保有）
ペット用品の販売等
〒279-0001　千葉県浦安市当代島一丁目1番25号
電話	047-711-1761（代）

KUNIMINE（THAILAND）CO.,LTD.（株式49%保有）
ベントナイト製品の販売、ベントナイト用途周辺関連商材の販売等
2	Jasmine	City	Building,	12th	floor,	Soi	Sukhumvit23（Prasarnmitr）,	
Klongtoey-Nua,Wattana,	Bangkok	10110,	Thailand
電話	+66-2-612-7302（代）

TRANS WORLD PROSPECT ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（株式71.43％保有）
米国ベントナイト採掘会社への出資
2000	West	Loop	South,	Suite	1100,Houston,	TX	77027,USA



〒101-0032　東京都千代田区岩本町一丁目10番5号　TEL.03-3866-7251（代表）

URL.http://www.kunimine.co.jp/




