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平成 18 年 3 月期   決算短信（連結） 平成18年5月19日 

会 社 名     不二ラテックス株式会社      上場取引所 JASDAQ 

コード番号     ５１９９             本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.fujilatex.co.jp/） 

代  表 者    役  職  名    代表取締役社長 

          氏    名    岡 本 良 彦 

問い合わせ先   責任者役職名    執行役員 管理本部 財務部長 

          氏    名    畑 山 幹 男  ＴＥＬ（ ０３ ）３２９３－５６８６ 

決算取締役会開催日  平成 18 年 5 月 19 日 

米国会計基準採用の有無    無                      

１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日)       (単位:百万円未満切捨) 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％
6,710（  9.7）
6,120（  2.9）

百万円   ％
419（△8.5）
458（ 10.5）

百万円   ％
387（  0.5）
385（ 14.9）

 

 当期純利益 
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

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％ 
191（△5.3） 
202（△1.9） 

円  銭
13.83
14.65

円  銭
－
－

％
10.7
12.6

％ 
5.0 
5.1 

％
5.8
6.3

(注)①持分法投資損益      18年3月期      ―百万円   17年3月期   ―百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年3月期    12,782,987株   17年3月期 12,798,829株 

③会計処理の方法の変更    有 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円 
8,060 
7,357 

百万円
1,900
1,667

％
23.6
22.7

円   銭
147.59
129.19

(注)期末発行済株式数（連結）  18年3月期    12,776,692株   17年3月期 12,790,856株 

(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 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円 
170 
967 

百万円
△445
△103

百万円
321
△830

百万円
700
647

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  ３社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  －社   (除外)  －社   持分法 (新規)  －社   (除外)  －社 

 

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
3,500
7,300

百万円
210
430

百万円
105
220

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 17 円 23 銭 
※ 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作成したものであり、実際の 
  業績は経済情勢等様々な不確定要因により、これらの予想数値と異なる場合があります。 
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１． 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、子会社３社及び関連会社２社で構成され、主にゴム製品及び精密機器等の製造・

販売及びそれらに付帯する事業を行っております。 

 当グル－プの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントの関連は、次のとおりであります。 

 なお、当期よりセグメント情報の有益性を高めるため、セグメントの名称変更を行っております。 
また、当社グル－プの事業は種類別セグメントと同一の区分であります。 
 

(１) 医療機器事業(当期より医療用具事業から医療機器事業へ名称を変更しております。) 

 当社は、医療機器等のゴム製品の製造・販売を行い、TAIWAN FUJI LATEX CO., LTD．は、当社よりコンド－

ムの未検品を仕入、検査・包装して販売しております。 

 不二ライフ（株）は、主に当社製品（コンド－ム）の自動販売機による販売事業を行っております。 

(２) SP 事業 

 当社が風船及び販売促進用品等の販売を行っております。 

(３) 精密機器事業(当期より精密機械事業から精密機器事業へ名称を変更しております。) 

 当社が精密機器の製造・販売を行っております。 

 CHANGSHU FUJI DUMPER CO．，LTD．は、緩衝器の製造・販売を行っております。 

 FUJI LATEX SHANGHAI CO., LTD．は、緩衝器の輸出入及び中国国内での販売を行っております。 

(４) その他事業 

 当社が電工用手袋及び食容器等の製造・販売を行っております。 

 不二総業（株）は、ボウリング場を経営しております。 
 
 
 事業の系統図は次の通りであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    連結子会社    関連会社     製品     商品     仕掛品   原材料 
 
 
 
 

得   意   先 

不
二
ラ
テ
ッ
ク
ス
株
式
会
社(

当
社) 

 
不二ライフ㈱ 

 
不二総業㈱ 

  CHANGSHU 
  FUJI DUMPER 

  CO.,LTD. 

     TAIWAN FUJI 
     LATEX  

     CO.,LTD. 

     FUJI LATEX  
     SHANGHAI 

     CO.,LTD. 
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２． 経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社は、｢世界の人々の健康と豊かな暮らしに貢献し、人々に喜ばれ、信頼される企業になる｣を経営理念と

して掲げ、真に社会的ニ－ズに応える強固な経営基盤を構築することを目標にしております。 
具体的には世界最高水準の薄ゴム技術を生かしたゴム製品及び一般家庭用品に応用範囲を拡げた精密機器(緩

衝器)を主力とした、高品質・高付加価値で安価な製品を市場に提供することによって社会的責任を果たすこと
が、企業の発展・企業価値の拡大に繋がり、株主の皆様のご期待にもお応えし、延いては社員の幸福に繋がる

ものとして確信しております。 
 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分に関する基本方針は、創業以来一貫して株主の皆様に対する利益配分を最重要の経営課題の

一つと考え経営にあたってまいりました。この方針のもとに、配当金につきましては安定的な配当の継続を第

一義として、株主の皆様への利益還元に努めて参りました。 
なお、内部留保につきましては、事業計画に基づく生産設備増強の為の資金に充当するとともに経営体質の

強化ならびに将来の事業展開等に役立てております。 
 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資家の株式市場への参加を促進し、株式流動性の向上を図るために投資単位の引下げを重要課題

として認識しております。しかしながら、期末時点での当社株式の投資単位は、日本証券業協会が投資単位の

引下げの目安として示しております「50万円以上」を下回る水準ですので、現時点での投資単位の引下げにつ
きましては、特段の措置を講じる必要は無いものと判断しております。当社の株価が長期的継続的に現在の水

準を大幅に上回って推移する状態になった場合に改めて検討したいと考えております。 
 

（４）目標とする経営指標 

  着実な事業拡大と効率的な事業運営による収益性向上と財務体質の強化の観点より、新たな中期経営計画を

策定いたしました。経営上の目標指標としては、株主資本比率 30％、総資本経常利益率( ROA ) 8.0％以上を

目標としております。 

 

（５）会社の中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

  「第三次経営計画」の実績を念頭に置き、長年培った技術力に磨きをかけると同時にユーザーのニーズに応

えられる新製品の開発を行い、新市場の開拓を柱とした営業基盤強化と、コスト意識を持って収益改善・財務

体質強化を図り強固な経営基盤の確立と持続的成長を実現します。このような基本的考え方を基に第 58期を初
年度とする 3ヵ年計画「第四次中期経営計画」（平成 20年 3月期まで）をスタートさせました。 

  中期計画を踏まえ第 59期で対処すべき課題は以下のとおりです。 
  ① トップシェアへの挑戦 

   各事業はいずれも優れた技術、特性を備えておりこれを徹底練磨することにより各分野でのトップシェ 

   アにチャレンジします。 

  ② 経営のスピードアップ 

   世は正に革新の時代です。経営をスピードアップして会社を挙げて戦う体制を構築します。また、コス

ト意識の徹底と製販一体化の運営により、生産性の向上・合理化を実現し経営の効率化を推進します。 
  ③ 新技術、新製品の開発 

   各事業の枠を超えて新技術、新製品の開発は当社の生命線であります。医療機器事業はコンドームの市

場環境の悪化が常態化しており、積極的に新しいジャンルの製品を開発して参ります。精密機器事業も

ハイレベルでユニークな技術をバックに高度化、多様化するニーズに積極的に対応して営業基盤を強化

して参ります。また、精密機器事業においては平成 17 年 7 月に生産工場を増築し、効率化と需要拡大に

対応しております。 

これらの新技術、新製品を武器にコンドーム、精密機器とも国内はもとより、海外の市場を視野に入れ 

て積極的に営業を展開して参ります。 
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  ④ 新分野の創造 

   当社が更なる発展をとげるためには新たなコア事業の発掘、創造が急務であります。今後は、M＆A の手

法を活用するなど積極的に新分野を開拓、創造して参ります。 

  ⑤ 社会的責任活動（ＣＳＲ）の強化 

   適正な利益を上げつつ法令の遵守、環境の保全、地域に貢献する社会的存在として活動していくことを 

   経営課題として取り組んで参ります。 

 
（６）親会社等に関する事項 
  当社には親会社等はありません。 

 
（７）内部管理体制の整備・運用状況 
  記載内容については、別途提出の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）当期の状況 

 当期における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加に伴い緩やかな回復基調をたどっているものの、不

安定な世界情勢や原油価格の急激な高騰による影響等、先行き不透明な状況にあります。個人消費は、増加傾向にな

るものの税金や社会保険料の個人負担増加が見込まれるなど、将来への不安を背景に本格的な回復基調には至りませ

んでした。 

 こうした状況の中、当社グループは、お客様に喜んで頂ける製品作りに邁進する一方、特に新製品の開発やコスト

の削減による継続的な経営体質の強化に努めて参りました。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は、67億1千万円と前年同期と比べ5億9千万円(9.7%)の増加となりました。 

 利益面につきましては、経営の効率化を図るとともに、諸経費の節減を行ないましたが、原材料等の高騰により営

業利益は、4億1千9百万円と前年同期と比べ3千9百万円(△8.5%)の減益となりました。経常利益は、3億8千7百

万円と前年同期と比べ2百万円(0.5%)の増益となりましたが、当期純利益は、遊休資産の減損処理などで1億9千1

百万円と前年同期と比べ1千万円(△5.3%)の減益となりました。 

   事業別の業績は次のとおりであります。 

   なお、セグメント情報の有益性を高めるため、当期よりセグメントの名称変更を行っております。 

① 医療機器事業(医療用具事業から医療機器事業へ名称を変更しております。) 

主力の国内コンドームは、販路として大型小売店の開拓をより重点的に推進しましたが、熾烈な価格競

争の常態化等で引き続き厳しい展開が続きました。これらへの対応策として消費者の目線に立った新製品

の投入を心がけ、期中に女性の立場に立った製品を上市しました。 

輸出につきましては、既往先の徹底した見直しや高品質を前面に出した自社ブランドの拡販戦略が奏功

し、来期以降将来にわたって、欧州、アジア地区等各所において拡販の展望が開けてきました。 

事業内のウェイトは低いもののメディカル商品は、主として超音波診断用プローブカバー(感染症予防商

品)等が前期に続いて堅調に伸びております。 

この結果、売上高は、25億3千1百万円と前年同期と比べ6千5百万円(2.7%)の増加となりました。 

営業利益は、売上高が増加したことにより3億5千8百万円と前年同期と比べ6千8百万円の増益(23.7%)と

なりました。 

② ＳＰ事業 

景気の回復基調を背景に風船及び企画商品が横ばいに推移しました。その結果、売上高は、8億4千5百万

円と前年同期と比べ微増(0.1%)となりました。 

営業利益は、売上高が前期比微増となりましたが、商品及び原材料の高騰により、6千2百万円と前年同

期と比べ1千1百万円(△15.3%)の減益となりました。 

③ 精密機器事業(精密機械事業から精密機器事業へ名称を変更しております。) 

主力のソフトアブソーバーは、好調な設備投資や海外の活発な受注に支えられて順調に推移しました。

また、もう一つの主力商品であるロータリーダンパーも、自動車関連や家電製品向けが堅調に推移しまし

た。 

この結果、売上高は、27億7千6百万円と前年同期と比べ3億4千3百万円(14.1%)の増加となりました。 

しかし、営業利益は、上半期に工場を増築した費用や原材料等の高騰により、3億3千8百万円と前年同期

と比べ4千6百万円（△12.0%）の減益となりました。 

④ その他事業 

新たにボウリング用品のウェブサイト上の販売や新商品の投入により売上高は、5億5千6百万円と前年同

期と比べ1億8千万円(47.9%)の増加となりました。 

しかし、営業利益は、商品仕入れの高騰や初期費用等により、1千7百万円と前年同期と比べ1千7百万円(△

49.7%)の減益となりました。 
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（２）キャッシュ･フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は 7億円と前年同期と比べ 5千 3百万円(8.2％)の増加と

なりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、消費者の低価格志向に苦しみながらもコスト削減等の諸課題に

取組みつつ経営体質の強化に努めた結果、税金等調整前当期純利益が 3億 7千万円と前年同期と比べ 1千 5

百万円（4.5%）の増益となりましたが、前期より始めた受取手形の継続的な流動化等の要因により 1億 7

千万円と前年同期と比べると 7億 9千 6百万円（△82.3%）の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に工場建物等の投資による支出が増加し、前年同期と比べ 3

億 4千 2百万円（332.4%）支出が増加し、4億 4千 5百万円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、設備投資などの長短期借入金の新規借入を行なった結果、3億 2

千 1百万円(前年同期は△8億 3千万円)となりました。 
 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 
 
 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

株主資本比率 (%) 19.8 22.7 23.6 

時価ベースの株主資本比率 (%) 27.9 44.3 54.7 

債務償還年数 (年) 17.7 3.6 22.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.0 15.2 3.0 

株主資本比率 : 株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率 : 株式時価総額／総資産 

債務償還年数 : 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ :  営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

 

（３）次期の見通し 

今後の経済見通しは前半においては輸出や民間の設備投資を中心に景気の回復基調が続くと予想されますが、米国景

気や株式市場の動向、更には世界的な原燃料の高騰など懸念材料が多く楽観を許さない状況にあります。 

しかし、生産工場のより一層の効率化や原材料等の仕入れ先等の見直しなどを行い、通期の連結業績見通しは、売上

高73億円（対前期比8.8％増）、経常利益4億3千万円（対前期比11.1％増）、当期純利益2億2千万円（対前期比15.2%）

を予想しております。 
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（４）生産、仕入、受注及び販売状況 

①． 生産実績 

     (単位：千円) 

事業の種類別セグメントの名称 生産高 前年同期比(％) 

医療機器事業 2,492,238 +1.5

ＳＰ事業 223,061 △2.9

精密機器事業 2,562,613 +12.5

その他事業 102,716 +5.9

計 5,380,629 +6.3

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

②．仕入実績 

     (単位：千円) 

事業の種類別セグメントの名称 仕入高 前年同期比(％) 

医療機器事業 2,814 +116.0

ＳＰ事業 381,092 △0.1

精密機器事業 139,107 +17.5

その他事業 374,884 +101.7

計 897,899 +30.7

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

③．受注実績 
     (単位：千円) 

事業の種類別セグメントの名称 受注高 前年同期比(％) 受注残高 前年同期比(％)

精密機器事業 2,572,454 +14.4 121,555 +8.8

計 2,572,454 +14.4 121,555 +8.8

(注) １ 精密機器事業の一部についてのみ受注生産を行っており、他の精密機器事業及び他のセグメントの事業に 

ついては見込み生産を行っております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

④．販売実績 

     (単位：千円) 

事業の種類別セグメントの名称 販売高 前年同期比(％) 

医療機器事業 2,531,658 +2.7

ＳＰ事業 845,763 +0.1

精密機器事業 2,776,637 +14.1

その他事業 556,889 +47.9

計 6,710,948 +9.7

(注) １ ＳＰ事業及びその他事業における生産実績との差は、仕入商品を主体とする販売を行っているためであり 

ます。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 
                                             （単位：千円未満切捨） 

当連結会計年度 

（平成 18年 3月 31日現在）

前連結会計年度 

（平成 17年 3月 31日現在） 
増   減 

          期別 

 

 科目 
金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 金額(千円) 

 

( 資  産  の  部  ) 

流動資産 

 
 
 

3,878,752 

%

 

48.1

 
 
 

3,615,933 

% 

 

49.1 262,819

   現金及び預金 1,009,428  1,056,371  △46,943

  受取手形及び売掛金 1,531,845  1,371,958  159,887

  たな卸資産 1,211,959  1,088,714  123,245

  繰延税金資産 50,380  61,890  △11,510

  その他 109,866  77,935  31,931

  貸倒引当金 △34,728  △40,936  6,208

固定資産 4,181,521 51.9 3,741,184 50.9 440,337

 有形固定資産 2,896,799 35.9 2,730,078 37.1 166,720

  建物及び構築物 1,006,512  725,813  280,698

  機械装置及び運搬具 253,957  287,123  △33,165

  土地 1,540,815  1,560,738  △19,922

  建設仮勘定 8,032  75,859  △67,826

  その他 87,480  80,542  6,937

 無形固定資産 19,302 0.3 18,526 0.3 775

 投資その他の資産 1,265,420 15.7 992,580 13.5 272,840

  投資有価証券 824,781  548,615  276,165

  長期貸付金 60,460  70,060  △9,600

繰延税金資産 240,583  331,516  △90,932

その他 142,505  45,206  97,299

貸倒引当金 △2,910  △2,818  △91

資 産 合 計 8,060,274 100 7,357,118 100 703,156
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                                          （単位：千円未満切捨） 

当連結会計年度 

（平成 18年 3月 31日現在）

前連結会計年度 

（平成 17年 3月 31日現在）
  

増   減 
          期別 

 

 科目 
金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 金額(千円) 

 

( 負  債  の  部  ) 

流動負債 

 
 
 

3,170,075 

%

 

39.3

 
 
 

2,848,571 

% 

 

38.7 321,504

  支払手形及び買掛金 1,165,026  1,018,533  146,492

  短期借入金 832,000  622,000  210,000

  １年内返済予定長期借入金 727,453  745,760  △18,307

  未払法人税等 124,622  70,133  54,489

  未払消費税等 1,982  12,337  △10,354

  未払費用 160,086  159,849  236

  賞与引当金 99,167  106,764  △7,597

  その他 59,737  113,194  △53,456

固定負債 2,989,896 37.1 2,841,389 38.6 148,507

  社債 1,000,000  1,000,000  ―

  長期借入金 1,325,923  1,127,621  198,302

  再評価に係る繰延税金負債 155,502  155,502  ―

  退職給付引当金 488,679  541,205  △52,525

  連結調整勘定 125  251  △125

  その他 19,665  16,809  2,856

  負 債 合 計 6,159,971 76.4 5,689,960 77.3 470,011

 ( 資  本  の  部  )   

  資本金 643,099 8.0 643,099 8.7 ―

資本剰余金 248,362 3.1 248,362 3.4 ―

利益剰余金 584,965 7.3 472,126 6.4 112,838

土地再評価差額金 228,454 2.8 228,454 3.1 ―

その他有価証券評価差額金 210,377 2.6 90,585 1.2 119,792

為替換算調整勘定 3,080 0.0 △2,347 △0.0 5,427

自己株式 △18,037 △0.2 △13,123 △0.1 △4,913

   資 本 合 計 1,900,302 23.6 1,667,157 22.7 233,144

負債及び資本合計 8,060,274 100 7,357,118 100 703,156
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（２）連結損益計算書 
                                           （単位：千円未満切捨） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

増   減 
          期別 

 

 科目 
金額(千円) 百分比 金額(千円) 百分比 金額(千円) 

 

売上高 6,710,948

% 

100 6,120,324

% 

100 590,624

 売上原価 4,793,202 71.4 4,216,685 68.9 576,516

販売費及び一般管理費 1,498,725 22.4 1,445,556 23.6 53,169

営業利益 419,020 6.2 458,083 7.5 △39,062

営業外収益 55,210 0.8 40,244 0.7 14,965

 受取利息及び受取配当金 7,727 7,522  204

 賃貸収入 28,479 21,705  6,773

 その他 19,004 11,016  7,987

営業外費用 86,936 1.2 113,039 1.9 △26,103

 支払利息 56,501 63,691  △7,189

 賃貸原価 16,875  17,173  △297

社債発行費償却 ― 15,233  △15,233

 その他 13,558 16,941  △3,383

経常利益 387,294 5.8 385,287 6.3 2,006

 特別利益 38,008 0.6 19,975 0.3 18,033

  固定資産売却益 

  投資有価証券売却益 

  退職給付計算方法変更益 

貸倒引当金戻入 

―

185

32,573

5,250

 1,601

13,600

―

4,773

 △1,601

△13,414

32,573

476

 特別損失 54,486 0.9 50,338 0.8 4,147

  棚卸資産除却損 13,341 24,728  △11,387

  棚卸資産評価損 259 11,505  △11,246

  固定資産除却損 5,962 7,604  △1,641

  減損損失 19,922  ―  19,922

   役員退職慰労金 15,000  6,500  8,500

 税金等調整前当期純利益 370,816 5.5 354,924 5.8 15,892

 法人税、住民税及び事業税 158,469 2.3 60,157 1.0 98,312

 法人税等調整額 20,903 0.3 92,703 1.5 △71,799

少数株主損失 ― ― 26 0.0 △26

当期純利益 191,443 2.9 202,089 3.3 △10,646
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（３）連結剰余金計算書 
                                             （単位：千円未満切捨） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

            期別 

科目 

金額(千円) 金額(千円) 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 248,362  248,362

Ⅱ 資本剰余金期末残高 248,362  248,362

  

   （利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 472,126  348,710

Ⅱ 利益剰余金増加高  

   当期純利益 191,443 191,443 202,089 202,089

Ⅲ 利益剰余金減少高  

  １ 配当金 63,954 64,023 

  ２ 役員賞与 14,650 78,604 14,650 78,673

Ⅳ 利益剰余金期末残高 584,965  472,126
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書                       （単位：千円未満切捨） 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

増   減 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益 370,816 354,924 15,892 

 ２ 減価償却費 143,498 121,822 21,676 

 ３ 連結調整勘定償却額 △125 182 △307 

 ４ 貸倒引当金の減少額 △4,866 △5,046 180 

 ５ 受取利息及び受取配当金 △7,727 △7,522 △204 

 ６ 支払利息 56,501 63,691 △7,189 

 ７ 退職給付引当金の減少額 △19,952 △20,565 613 

 ８ 退職給付計算方法変更益 △32,573 ― △32,573 

 ９ 投資有価証券売却益 △185 △13,600 13,414 

 10 有形固定資産売却益 ― △1,601 1,601 

 11 有形固定資産除却損 5,962 7,604 △1,641 

  12  減損損失 19,922 ― 19,922 

 13 売上債権の増加額△(又は減少額) △162,503 580,934 △743,437 

 14 棚卸資産の増加額 △123,245 △127,179 3,933 

 15 未収入金の増加額 △5,669 △4,634 △1,034 

 16 仕入債務の増加額 146,492 85,637 60,855 

 17 未払消費税等の減少 △10,354 △9,886 △468 

 18 役員賞与支払額 △14,650 △14,650 ― 

 19 その他 △40,899 17,467 △58,366 

    小計 320,443 1,027,575 △707,132 

 20 利息及び配当金の受取額 7,727 7,522 204 

 21 利息の支払額 △56,501 △63,691 7,189 

 22 法人税等の支払額 △100,925 △4,283 △96,642 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 170,742 967,123 △796,381 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 定期預金の預入による支出 △11 ― △11 

 ２ 定期預金の払戻による収入 ― 4,751 △4,751 

  ３ 子会社株式の取得による支出 ― △1,635 1,635 

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △377,159 △133,490 △243,668 

 ５ 有形固定資産の売却による収入 ― 1,690 △1,690 

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △85,035 △1,928 △83,107 

 ７ 投資有価証券の売却による収入 10,385 22,200 △11,814 

 ８ 貸付けによる支出 △100 ― △100 

 ９ 貸付金の回収による収入 9,680 10,110 △430 

 10 預り保証金の受入による収入 2,856 4,249 △1,392 

 11 その他 △6,061 △8,953 2,892 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △445,445 △103,005 △342,440 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額 210,000 △618,000 828,000 

 ２ 長期借入れによる収入 1,010,000 700,000 310,000 

 ３ 長期借入金の返済による支出 △830,005 △845,413 15,408 

 ４ 自己株式の取得による支出 △4,913 △3,051 △1,861 

 ５ 配当金の支払額 △63,285 △63,954 669 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 321,795 △830,419 1,152,215 

Ⅳ 現金同等物に係る換算差額 5,952 367 5,584 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 53,045 34,066 18,978 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 647,503 613,436 34,066 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 700,548 647,503 53,045 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数  ３社 
  不二総業㈱、不二ライフ㈱、FUJI LATEX SHANGHAI 
CO.,LTD. 

    

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数  ３社 
  不二総業㈱、不二ライフ㈱、FUJI LATEX SHANGHAI 
CO.,LTD. 
 なお、FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD. につい
ては、当連結会計期間において新たに設立した
ため連結の範囲に含めております。 

   非連結子会社 

   該当ありません。 

   非連結子会社 

   該当ありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

   該当ありません。 

   持分法を適用していない関連会社２社(TAIWAN FUJI 

LATEX CO.,LTD.外１社)は、それぞれ当期純損益及び

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、持分法の適用から除外して

おります。 

   なお、米正㈱は、議決権の20%以上50%以下を、自己

の計算において所有しているが、民事再生法の規定に

よる再生手続開始の決定をうけており、また、実質的

な影響力を及ぼしていないため、関連会社から除外し

ております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

   該当ありません。 

   持分法を適用していない関連会社２社(TAIWAN 

FUJI  LATEX CO.,LTD.外１社)は、それぞれ当期純

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、持分法の適用

から除外しております。 

   なお、関連会社であつた米正㈱は、民事再生法の

規定による再生手続開始の決定をうけており、また、

実質的な影響力を及ぼしていないため、当連結会計

年度上期より関連会社から除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD.を除き、すべて連
結決算日と一致しております。 

   FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD.の決算日は、12月31

日でありますが、連結財務諸表作成にあたっては、決

算日の差異が3カ月以内であるので、子会社の決算財務

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。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

     同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

  ① 満期保有目的の債券 

    …原価法 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は、全部資本直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算定) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

  ① 満期保有目的の債券 

    …同左 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …同左 

    時価のないもの 

    …移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

    …同左 

 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 
  ① 連結財務諸表提出会社 
    商品を除くたな卸資産は、移動平均法による原 
    価法 
    商品は移動平均法による低価法 

 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  ① 連結財務諸表提出会社 

    同左 

      

  ② 連結子会社 
    最終仕入原価法 

  ② 連結子会社 

    同左 

 (3) 固定資産の減価償却の方法 
  ① 有形固定資産 
    定率法によっております。ただし、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。 

    なお、耐用年数及び残存価額については、法人税
法に規定する方法と同一の基準によっております。

 (3) 固定資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

    同左 

  ② 無形固定資産 
    定額法によっております。 
    ただし、ソフトウェア(自社利用分)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。 

  ② 無形固定資産 

    同左 
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当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――――――― 

 

 (4) 繰延資産の処理方法 

    社債発行費 

    …商法施行規則による最長期間(３年)にわたり

均等額を償却しております。 

 (5) 引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、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回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

 (5) 引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    同左 

  ② 賞与引当金 

    従業員に対し、支給する賞与の支払いに充てるた

め、支給見込額のうち会社で定めた支給対象期間中

の当期負担分を計上しております。 

  ② 賞与引当金 

    同左 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

 

 

 (追加情報) 
  当社退職給付債務は、従来「退職給付会計に関する
実務指針(中間報告)」(日本会計士協会 会計制度委員
会報告13号)に定める簡便法により算定しておりまし
たが、当連結会計年度から原則法に変更しております。

  この変更は、当連結会計年度より従業員数の増加等
に伴い、従業員の年齢や勤務期間の偏りが解消され退
職給付債務の数理計算に用いられる基礎率の推定につ
いて一定の有効性が確保された結果、原則法による計
算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られるものと
判断されたことによるものであります。 

 この変更に伴い、当期首における退職給付債務につい

て計算した簡便法と原則法の差額32,573千円を特別利

益に計上しております。この結果、従来と同一の方法に

よった場合と比較して営業利益、経常利益はそれぞれ

15,832千円減少し、税金等調整前当期純利益は16,741

千円増加しております。 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

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、当連結会計期間末において発生してい

ると認められる額を簡便法に基づき計上しており

ます。 

――――――――― 

 (6) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財

務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の

資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結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。 

 (6) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財

務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の

資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

   同左 

 (7) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 (7) 重要なリース取引の処理方法 

   同左 

 (8) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについては、特例処理の要件を満た 

  しておりますので、特例処理を採用しております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   (ヘッジ手段)      (ヘッジ対象) 

   金利スワップ      永久劣後債の利金 

 (8) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    同左 

   

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左 
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当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ③ ヘッジ方針 

   親会社は、債券の受取金利に対し金利変動を一定 

  の範囲内でヘッジする目的を持って金利スワップ取 

  引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に 

  行っております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップの特例処理の要件を満たしているの 

  で決算日における有効性の評価を省略しておりま 

  す。 

  ③ ヘッジ方針 

    同左 

   

   

   

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    同左 

   

   

 (9) 消費税等の会計処理方法 

   税抜方式によっております。 

 (9) 消費税等の会計処理方法 

   同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定は、５年間で均等償却しております。 
６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

   同左 
７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分又は損失処

理について、連結会計年度中に確定した利益処分又は損

失処理に基づいて作成しております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

   同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  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、価値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ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資を資金の範囲としております。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   同左 

 
会計処理の変更 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審

議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６号)を当連結会計

年度から適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利益が19,922千円減

少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。 

      ―――――――――― 
 

 
追加情報 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

      ―――――――――― 
 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が9,435千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、

9,435千円減少しております。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

１ 関連会社に対する残高 

投資有価証券(株式) 70,692千円
 

１ 関連会社に対する残高 

投資有価証券(株式) 70,692千円
 

２ 担保資産 

  有形固定資産のうち、次のとおり借入金の担保に供

しております。 

     担保資産の帳簿価額 

２ 担保資産 

  有形固定資産のうち、次のとおり借入金の担保に供

しております。 

     担保資産の帳簿価額 

建物 917,236千円

土地 1,413,234 〃

計 2,330,471千円
 

建物 646,185千円

土地 1,413,234 〃

計 2,059,419千円
 

     借入金      借入金 

短期借入金 732,000千円

１年内返済長期借入金 687,421 〃

長期借入金 1,297,705 〃

計 2,717,126千円
 

短期借入金 622,000千円

１年内返済長期借入金 705,728 〃

長期借入金 1,059,371 〃

計 2,387,099千円
 

３ 偶発債務 

  債権譲渡契約に基づく債権流動化を行っておりま

す。 

受取手形譲渡残高 673,991千円

  なお、受取手形譲渡残高には、当社に遡及権が及ぶ

ものが134,798千円含まれております。 

３ 偶発債務 

  債権譲渡契約に基づく債権流動化を行っておりま

す。 

受取手形譲渡残高 665,977千円

  なお、受取手形譲渡残高には、当社に遡及権が及ぶ

ものが133,195千円含まれております。 

４ 提出会社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３

月31日公布法律第34号 平成13年６月29日)に基づ

き、平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を行

っております。 

  なお、再評価差額については、土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布

法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差

額金」として資本の部に計上しております。 

   再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号に定め

る地価税法16条に規定する地価税の課税価格

の計算の基礎となる土地の価額を算定するた

めに国税庁長官が定めて公表した方法により

算定した価額に合理的な調整を行って計算す

る方法により算出しております。 

     再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

     再評価を行なった土地の当期末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額 

△174,620千円

４ 提出会社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３

月31日公布法律第34号 平成13年６月29日)に基づ

き、平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を行

っております。 

  なお、再評価差額については、土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公

布法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として資本の部に計上しております。 

   再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める

地価税法16条に規定する地価税の課税価格の計

算の基礎となる土地の価額を算定するために国

税庁長官が定めて公表した方法により算定した

価額に合理的な調整を行って計算する方法によ

り算出しております。 

     再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

     再評価を行なった土地の当期末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額 

△135,516千円

５ 自己株式の保有数 

  連結財務諸表提出会社が保有する自己株式数は、以

下のとおりであります。 

普通株式 85,300株

  なお、当社の発行済株式数は、普通株式 

  12,861,992株であります。 

５ 自己株式の保有数 

  連結財務諸表提出会社が保有する自己株式数は、以

下のとおりであります。 

普通株式 71,136株

  なお、当社の発行済株式数は、普通株式 

  12,861,992株であります。 
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(連結損益計算書関係) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は
次のとおりであります。 

販売促進費 95,108千円
広告宣伝費 40,902 〃
給料賞与 523,337 〃
福利厚生費 78,190 〃
減価償却費 19,143 〃
支払手数料  108,176 〃
賞与引当金繰入額 26,263 〃
退職給付費用 33,541 〃

 

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は
次のとおりであります。 

販売促進費 101,300千円
広告宣伝費 41,403 〃
給料賞与 487,887 〃
福利厚生費 77,435 〃
減価償却費 18,409 〃
支払手数料 127,514 〃
賞与引当金繰入額 38,279 〃
退職給付費用 36,629 〃
連結調整勘定償却額 182 〃

 
２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

152,183千円 

２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

154,351千円 

３ 棚卸資産除却損の内訳 ３ 棚卸資産除却損の内訳 

医療機器 1,093千円

SP用品 4,558 〃

精密機器 2,923 〃

その他 4,765 〃

計 13,341千円
 

医療用具 11,129千円

SP用品 3,836 〃

精密機械 6,336 〃

その他 3,426 〃

計 24,728千円
 

４ 棚卸資産評価損の内訳 

      SP用品               259千円

 

 

 

５ 固定資産除却損の内訳 

４ 棚卸資産評価損の内訳 

SP用品 6,410千円

精密機械 5,095 〃

計 11,505千円

 

５ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 5,551千円

機械装置および運搬具 62 〃

その他 349 〃

計 5,962千円
 

建物及び構築物 6,288千円

機械装置および運搬具 721 〃

その他 594 〃

計 7,604千円
 

 

６ 減損損失 

  当社グループは、以下の資産グループについて減損
損失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額(千円) 

遊休 土地 大分県 2,714

遊休 土地 千葉県 17,208

計 19,922

(経緯) 

上記の土地については、現在は遊休資産としておりま

す。 

今後の利用計画も無く、地価も著しく下落しているた

め、減損損失を認識いたしました。 

(グルーピングの方法) 

事業部門別を基本とし、事業用資産については各事業部

門別、遊休資産については個別物件単位を独立したキャ

ッシュ・フローを生む最小の単位として資産グルーピン

グを行っております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

当資産の回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、原則として路線価もしくは不動産鑑定評価に準ず

る方法により算定しております。 

 

６     ――――――――― 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,009,428千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△308,880 〃

現金及び現金同等物 700,548千円
 

現金及び預金勘定 1,056,371千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△408,868 〃

現金及び現金同等物 647,503千円
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(リース取引関係) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

取得価額 
相当額 
 
(千円) 

 減価償却 
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
 
(千円) 

機械装置及び 
運搬具 

 232,944  91,651 141,292

その他 
 (工具器具 
  備品) 

 92,530  69,407 23,123

 (ソフトウ 
  ェア) 

 20,352  8,619 11,732

合 計  345,827  169,678 176,149

 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 

取得価額 
相当額 
 
(千円) 

 減価償却 
累計額相
当額 
(千円) 

 期末残高
相当額 
 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

219,218  107,309  111,909

その他 
 (工具器具
  備品) 

98,764  67,204  31,560

 (ソフトウ
  ェア) 

20,352  4,549  15,803

合 計 338,336  179,062  159,273

 
  (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

  (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 50,470千円

１年超 125,678 〃

合 計 176,149千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 48,678千円

１年超 110,594 〃

合 計 159,273千円
 

   (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

   (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 55,779千円

減価償却費相当額 55,779 〃
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 51,594千円

減価償却費相当額 51,594 〃
 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 
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(有価証券関係) 

当連結会計年度(自 平成 17 年 4 月 1日 至 平成 18 年 3月 31 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

 

 ① 株式 133,997 485,823 351,826

 ② その他 1,393 3,143 1,749

合計 135,391 488,966 353,575

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額  売却益の合計額 売却損の合計額 
10,385千円  185千円 ― 

 
３ 時価評価されていない有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

(１) 満期保有目的の債券 

 永久劣後債 100,000

合計 100,000

(２) その他有価証券 

 ① 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

   優先株式 70,000

   普通株式 89,122

小計 159,122

 ② 国内私募債 6,000

合計 165,122

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

区分 １年超５年以内(千円) 

 債券 

社債 106,000
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前連結会計年度(自 平成 16 年 4 月 1日 至 平成 17 年 3月 31 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

 

 ① 株式 91,500 249,906 158,406

 ② その他 1,393 2,064 671

小計 92,894 251,971 159,077

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

 

 ① 株式 40,462 36,459 △4,002

 ② その他 10,200 7,370 △2,830

小計 50,662 43,829 △6,832

合計 143,556 295,801 152,244

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額  売却益の合計額 売却損の合計額 
22,200千円  13,600千円 ― 

 
３ 時価評価されていない有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

(１) 満期保有目的の債券 

 永久劣後債 100,000

合計 100,000

(２) その他有価証券 

 ① 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

   優先株式 70,000

   普通株式 6,122

小計 76,122

 ② 国内私募債 6,000

合計 82,122

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

区分 １年超５年以内(千円) 

 債券 

社債 106,000
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

1. 取引の内容及び利用目的等 

  当社は債券の受取金利に対し金利変動を一定範囲

内でヘッジする目的を持って金利スワップ取引を

行っております。 

1. 取引の内容及び利用目的等 

  同左 

2. 取引に対する取組方針 

  金利関連のデリバティブ取引については、金利変動

を一定範囲内でヘッジする目的で金利スワップ取

引を利用しているのみであります。金利情勢が変化

すれば、市場の実勢金利に合わせる目的を達成する

範囲で行う方針であり、投資目的のデリバティブ取

引は行わない方針であります。 

2. 取引に対する取組方針 

  同左 

3. 取引に係るリスクの内容 

  金利関連における金利スワップ取引においては、市

場金利の変動によるリスクを有しております。 

3. 取引に係るリスクの内容 

  同左 

4. 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引についての基本方針は取締役会

で決定され、取引の実行及び管理は財務部が行って

おります。また、デリバティブ取引の運用状況は財

務部長が取締役会に報告しております。なお、取引

に関する管理規程は特に設けておりません。 

4. 取引に係るリスク管理体制 

  同左 

 
２ 取引の時価等に関する事項 

  当連結会計年度(平成 18年３月 31日現在) 
   該当事項はありません。 
   なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か 

ら除いております。 
 
  前連結会計年度(平成 17年３月 31日現在) 
   該当事項はありません。 
   なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か 
  ら除いております。 
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(退職給付関係) 

当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、退職一時金制度及び厚生年金基金制度(総
合設立型)を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合もあります。 
提出会社不二ラテックス㈱については、昭和 61年８月１日から年令満 55歳(勤続年数満１年以上)以上の従業員の
退職金を適格退職年金制度に移行し、段階的に行っていた退職一時金制度から適格退職年金制度へ移行が平成 15
年７月に完了しております。なお、一部の連結子会社については、適格退職年金制度が無く、中小企業退職金共

済制度等に加入しております。 
 
２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 898,576千円 

② 未認識数理計算上の差異 △5,763 〃 

③ 年金資産 415,660 〃 

④ 退職給付引当金 488,679 〃 
(注)  当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり当連結会計期間より簡便法から原則法に変更しております。 

 
３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 113,324千円 

② 利息費用 21,313 〃 

③ 期待運用収益 △3,572 〃 

④ 退職給付費用 131,065 〃 
 
(注) 厚生年金基金に対する要拠出額(従業員拠出額を除く)及び中小企業退職金共済掛金等については退職給付費用に含め

ております。 
 
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 退職給付見込額の期間配分方法 

   期間定額基準 

② 割引率     2.50％ 

③ 期待運用収益率     1.00％ 

④ 数理計算上の差異の処理年数      ５年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理

する方法。ただし、翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

④ 会計基準変更時差異の処理年数      １年 

 

５ 総合設立の厚生年金基金に関する事項 

  年金資産の額は 1,649,958千円であります。 

(注) 当社及び連結子会社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算できないため、掛金拠出割合により計算しておりま

す。 
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前連結会計年度 (自 平成 16 年 4月 1日 至 平成 17 年 3月 31 日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、退職一時金制度及び厚生年金基金

制度(総合設立型)を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合もあります。 
 提出会社不二ラテックス㈱については、昭和 61 年８月１日から年令満 55 歳(勤続年数満１年以上)以上の
従業員の退職金を適格退職年金制度に移行いたしました。なお、一部の連結子会社については、適格退職年

金制度が無く、中小企業退職金共済制度等に加入しております。 
 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日現在) 

イ 退職給付債務 △898,461千円 

ロ 年金資産 357,255 

ハ 未積立退職給付債務 △541,205 

ニ 退職給付引当金 541,205 

(注)  当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を適用しており、数理計算上の差異は発生しておりません。 

 
３ 退職給付費用に関する事項(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  退職給付費用                91,078千円 

(注) 厚生年金基金に対する要拠出額(従業員拠出額を除く)及び中小企業退職金共済掛金等については退職給付費用に含め
ております。 

 
４ 総合設立の厚生年金基金に関する事項 

  年金資産の額は1,348,069 千円であります。 

(注) 当社及び連結子会社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算できないため、掛金拠出割合により計算しておりま
す。 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

 
当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

(千円) 
 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日)

(千円) 

(1) 流動資産      
  (繰延税金資産)      
    棚卸資産未実現利益消去  382    ―  
  未払事業税  10,206    7,949  
  賞与引当金  38,658    41,846  
  貸倒引当金  △20    12,094  
  その他  1,153    ―  

 繰延税金資産小計  50,380    61,890  
   評価性引当額  ―    ―  

 繰延税金資産合計  50,380    61,890  

      
(2) 固定資産      
  (繰延税金資産)      
  退職給付引当金  192,358    202,461  
  投資有価証券評価損  163,621    163,757  
  ゴルフ会員権評価損  10,049    10,049  
    減損損失  1,099    ―  
  土地の未実現利益の消去  47,243    47,243  
  その他  ―    254  
  繰延税金負債(固定)との相殺  △143,198    △61,659  

 繰延税金資産小計  271,174    362,107  
   評価性引当額  ―    ―  

 繰延税金資産合計  271,174    362,107  

  (繰延税金負債)      
      
  土地の評価益の消去  30,561    30,561  
  その他  28    28  

 繰延税金負債合計  30,590    30,590  

 繰延税金資産の純額  240,583    331,516  

      
(3) 固定負債      
  (繰延税金負債)      
  その他有価証券評価差額金  143,198    61,659  
  繰延税金資産(固定)との相殺  △143,198    △61,659  
  土地再評価に係る繰延税金負債  155,502    155,502  

 繰延税金負債合計  155,502    155,502  

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳 
 

 
当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

 (％) 
 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日)

 (％) 

 法定実効税率  40.5    40.5  
 (調整)      
 交際費等永久に損金に算入されない項目  4.2    4.1  
 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △0.2    △0.1  
 住民税の均等割  1.1    1.1  
 その他  3.0    △2.6  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  48.6    43.0  
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 
 

 
医療機器 
事業 
(千円) 

SP事業 
(千円) 

精密機器
事業 
(千円) 

その他 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

2,531,658 845,763 2,776,637 556,889 6,710,948 ― 6,710,948

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

27,950 ― ― ― 27,950 (27,950) ―

計 2,559,608 845,763 2,776,637 556,889 6,738,898 (27,950) 6,710,948

  営業費用 2,201,365 783,486 2,438,370 539,349 5,962,572 329,355 6,291,927

  営業利益 358,242 62,276 338,266 17,539 776,326 (357,305) 419,020

Ⅱ 資産、減価償却費及び
  資本的支出 

   

  資産 2,274,137 437,413 2,341,676 574,465 5,627,693 2,432,580 8,060,274

  減価償却費 48,429 1,668 66,025 7,066 123,189 12,893 136,083

  資本的支出 7,571 9,549 299,311 5,324 321,757 8,184 329,942

 (注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 なお、当期よりセグメント情報の有益性を高めるため、セグメントの名称変更を行っております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 医療機器事業………コンドーム・水枕(当期より医療用具事業から医療機器事業へ名称を変更しております。) 

(2) SP事業   ………バルーン・販売促進用品 

(3) 精密機器事業………緩衝器(当期より精密機械事業から精密機器事業へ名称を変更しております。) 

(4) その他事業 ………電工用手袋・食容器 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門

に係る費用であります。 

当連結会計年度 352,425 千円

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、

長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度 2,432,580 千円
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前連結会計年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 
 

 
医療用具 
事業 
(千円) 

SP事業 
(千円) 

精密機械
事業 
(千円) 

その他 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

2,466,098 844,985 2,432,818 376,422 6,120,324 ― 6,120,324

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

16,102 ― ― 154 16,256 (16,256) ―

計 2,482,200 844,985 2,432,818 376,576 6,136,580 (16,256) 6,120,324

  営業費用 2,192,533 771,433 2,048,327 341,685 5,353,980 308,261 5,662,241

  営業利益 289,666 73,552 384,490 34,891 782,600 (324,517) 458,083

Ⅱ 資産、減価償却費及び
  資本的支出 

   

  資産 2,343,692 463,978 2,039,206 529,297 5,376,175 1,980,943 7,357,118

  減価償却費 37,865 2,469 40,384 9,100 89,819 9,545 99,365

  資本的支出 21,449 17,257 127,036 1,048 166,792 28,843 195,636

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 医療用具事業………コンドーム・水枕 

(2) SP事業   ………バルーン・販売促進用品 

(3) 精密機械事業………緩衝器 

(4) その他事業 ………電工用手袋・食容器 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門

に係る費用であります。 

当連結会計年度 324,517 千円

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、

長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度 1,980,943 千円
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２ 所在地別セグメント情報 

当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも

90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも

90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

３ 海外売上高 

海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割合は次のとおりであります。 

当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 
 

 ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 515,392 310,240 825,633

Ⅱ 連結売上高(千円) 6,710,948

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

7.7 4.6 12.3

 

前連結会計年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 
 

 ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 150,835 328,540 479,375

Ⅱ 連結売上高(千円) 6,120,324

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

2.5 5.3 7.8

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) ヨーロッパ………ドイツ・イギリス・フランス・スペイン 

 (2) その他の地域……台湾・韓国・オーストラリア・アメリカ・中国・フィリピン・シンガポール 

３ 海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 



29 

 

 

(関連当事者との取引) 

当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
又は 
出資金 
(千円) 

事業の内容 

議決権等
の被所有
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及び
個人主要
株主の近
親者 

岡本昌大 
埼玉県 
春日部市 

― ― 
被所有 
直接 

5.81
― ― 

事業取引 
以外の取引

支払賃借料 1,680 ― ― 

役員及び
個人主要
株主の近
親者 

岡本和子 
埼玉県 
春日部市 

― 当社相談役 
被所有 
直接 
16.46

― ― 
事業取引 
以外の取引

顧問料 3,600 ― ― 

役員及び
個人主要
株主の近
親者 

辻新六 
兵庫県 
神戸市 

― 大学教授 
被所有 
直接 

0.03

社外監
査役

― 
事業取引 
以外の取引

講演料 111 ― ― 

(注) １ 岡本昌大は、取締役社長岡本良彦の長男であります。 

２ 岡本和子は、取締役社長岡本良彦の配偶者であります。 

３ 辻新六に対する取引金額は、大学教授としての講演料であります。 

４ 上記取引金額には、消費税等は含んでおりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 岡本昌大より当社所有の栃木工場において土地を賃借して、年間賃借料1,680千円支払っております。 

 取引条件は、近隣周辺の相場を勘案して決定しております。 

２ 岡本和子に対する顧問料は、当社との顧問契約に基づいて支払っております。 

３ 辻新六に対する講演料は、一般的な報酬に基づいて支払っております。 

 
２ 子会社等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
又は 
出資金 
(千円) 

事業の内容 

議決権
の所有
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

営業取引 
コンドーム
未検品の販
売 

100,800 売掛金 47,006

関連会社 

TAIWAN 
FUJI 
LATEX 
CO.,LTD. 

台北市 千NT$ 
18,000 

ゴム製品の
製造、加工
販売 

直接 
49.0

間接 
0.0

兼任 
２名

当社製品
の販売 

営業取引 
以外の取引

受取利息 1,748 
長期 
貸付金 

56,100

関連会社 

CHANGSHU
FUJI 
DUMPER 
CO.,LTD. 

中国 
江蘇省 
常熟市 

千US$ 
320 

精密機器等
の製造、販
売 

直接 
25.0

間接 
0.0

兼任 
１名

当社製品
の販売 

営業取引 
 

緩衝器部品
の販売 
外注加工 

4,300 
 

5,060 

 
 

売掛金 
 
 

2,037

(注) 上記金額のうち取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ TAIWAN FUJI LATEX CO.,LTD.は未検品を当社より仕入れ包装し販売しております。取引条件は現地の市場

価格に合わせ優遇しております。先方の支払条件は船積後150日手形であります。 

２ CHANGSHU FUJI DUMPER CO.,LTD.は、精密部品を当社より仕入れ製造販売しております。また、一部部品の

加工を行っております。取引条件は、一般取引条件と同様に決定しております。 
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前連結会計年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
又は 
出資金 
(千円) 

事業の内容 

議決権等
の被所有
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及び
個人主要
株主の近
親者 

岡本昌大 
埼玉県 
春日部市 

― ― 
被所有 
直接 

5.78
― ― 

事業取引 
以外の取引

支払賃借料 1,680 ― ― 

役員及び
個人主要
株主の近
親者 

岡本和子 
埼玉県 
春日部市 

― 当社相談役 
被所有 
直接 
16.63

― ― 
事業取引 
以外の取引

顧問料 3,600 ― ― 

役員及び
個人主要
株主の近
親者 

深沢岳久 
東京都 
港区 

― 弁護士 ― 
社外監
査役

― 
事業取引 
以外の取引

報酬 2,550 ― ― 

(注) １ 岡本昌大は、取締役社長岡本良彦の長男であります。 

２ 岡本和子は、取締役社長岡本良彦の配偶者であります。 

３ 深沢岳久に対する取引金額は、弁護士としての報酬であります。 

４ 上記取引金額には、消費税等は含んでおりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 岡本昌大より当社所有の栃木工場において土地を賃借して、年間賃借料1,680千円支払っております。 

 取引条件は、近隣周辺の相場を勘案して決定しております。 

２ 岡本和子に対する顧問料は、当社との顧問契約に基づいて支払っております。 

３ 深沢岳久に対する報酬は、一般的な弁護士報酬に基づいて支払っております。 

 
２ 子会社等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
又は 
出資金 
(千円) 

事業の内容 

議決権
の所有
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

営業取引 
コンドーム
未検品の販
売 

106,062 売掛金 59,494

関連会社 

TAIWAN 
FUJI 
LATEX 
CO.,LTD. 

台北市 千NT$ 
18,000 

ゴム製品の
製造、加工
販売 

直接 
49.0

間接 
0.0

兼任 
２名

当社製品
の販売 

営業取引 
以外の取引

受取利息 
その他 

10,351 
長期 
貸付金 

64,500

関連会社 

CHANGSHU
FUJI 
DUMPER 
CO.,LTD. 

中国 
江蘇省 
常熟市 

千US$ 
320 

精密機械等
の製造、販
売 

直接 
25.0

間接 
0.0

兼任 
１名

当社製品
の販売 

営業取引 
 

緩衝器部品
の販売 
外注加工 

1,266 
 

3,482 

 
 

売掛金 
 
 

984

(注) 上記金額のうち取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ TAIWAN FUJI LATEX CO.,LTD.は未検品を当社より仕入れ包装し販売しております。取引条件は現地の市場

価格に合わせ優遇しております。先方の支払条件は船積後150日手形であります。 

２ CHANGSHU FUJI DUMPER CO.,LTD.は、精密部品を当社より仕入れ製造販売しております。また、一部部品の

加工を行っております。取引条件は、一般取引条件と同様に決定しております。 
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(１株当たり情報) 

 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 147円59銭
 

１株当たり純資産額 129円19銭
 

１株当たり当期純利益 13円83銭
 

１株当たり当期純利益 14円65銭
 

 なお、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。 

 なお、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。 

 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 
 

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

損益計算上の当期純利益(千円) 191,443 202,089

普通株式に係る当期純利益(千円) 176,793 187,439

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) 

 利益処分による役員賞与金 14,650 14,650

普通株主に帰属しない金額(千円) 14,650 14,650

普通株式の期中平均株式数(株) 12,782,987 12,798,829

 
(重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 
 


