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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19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 ％

19年３月期 44,433 7.6 4,090 17.5 4,025 17.6 2,673 45.1

18年３月期 41,293 5.0 3,482 13.6 3,422 18.8 1,842 24.0

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 ％ ％ ％

19年３月期 29 66 29 07 12.8 10.5 9.2

18年３月期 20 34 19 96 9.9 9.1 8.3

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 7百万円

(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

19年３月期 38,813 22,432 56.7 242 59

18年３月期 37,727 19,677 52.2 220 32

（参考）自己資本 19年３月期 21,995百万円 18年３月期 －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

19年３月期 3,644 △1,683 △1,784 3,520

18年３月期 3,667 △757 △2,397 3,323

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 3 50 4 50 8 00 711 39.3 3.8

19年３月期 4 00 6 00 10 00 905 33.7 4.3

20年３月期（予想） 5 00 5 00 10 00 － 42.2 －

 （注）19年３月期期末配当金の内訳　記念配当　２円00銭

 

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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

中間期 22,000 0.4 2,100 4.2 2,000 5.9 1,000 △31.6 11 03

通期 46,500 4.7 4,500 10.0 4,400 9.3 2,150 △19.6 23 71
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４．その他

(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）　　　有

新規 1社 (社名　バルカー・ガーロック・ジャパン㈱) 除外 2社 (社名　バルカー興産㈱他)

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況の関係会社の状況」をご覧ください。

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　　有

②　①以外の変更　　　　　　　　　　無

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(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） 19年３月期 90,998,668株 18年３月期 89,421,668株

②　期末自己株式数 19年３月期 328,434株 18年３月期 286,582株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19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 ％

19年３月期 34,672 12.2 2,015 27.0 2,823 27.3 1,973 64.2

18年３月期 30,889 4.7 1,587 13.3 2,217 14.2 1,202 36.7

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

19年３月期 21 90 21 46

18年３月期 13 12 12 87

(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

19年３月期 34,261 21,233 61.7 233 14

18年３月期 33,178 19,551 58.9 218 89

（参考）自己資本 19年３月期 21,138百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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

中間期 18,000 8.2 1,000 10.6 1,500 13.5 750 △20.3 8 27

通期 37,200 7.3 2,200 9.2 2,900 2.7 1,400 △29.1 15 44

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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いて作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ペー

ジをご参照ください。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

①　当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、公共投資が減少基調を示すなかで、輸出型産業を中心とした企業収益の

改善に基づく旺盛な民間設備投資が牽引し、堅調な成長を続けました。

　このような環境下、当社グループは、2005年度よりの第３次中期経営計画「New Valqua Stage Three」（ＮＶ・

Ｓ３）に掲げた目標の達成に向けて、収益拡大および経営基盤の整備に邁進いたしました。

　収益拡大に向けては、製品ラインアップの充実を一段と推し進めるとともに、アライアンスパートナーである米

国のガーロック・シーリング・テクノロジーLLCとの合弁でメタルシール材販売会社「バルカー・ガーロック・ジャ

パン株式会社」を設立するなど販売体制の強化を図りました。

　一方、経営基盤の整備については、“人材開発と組織の活性化こそがさらなる発展の要諦”との認識のもと、前

連結会計年度（以下、前期）に完成したＭ・Ｒ・Ｔセンター内の「人材開発センター」を中心に研修の充実を図る

とともに、“セールスエンジニア認定制度の導入による営業職社員の強化”、“スペシャリスト職制度の制定によ

るスキルの向上”などの人事制度の整備を行いました。

 

　これら諸施策を実施した当連結会計年度における売上高は、国内の重化学工業におけるプラントメンテナンス需

要の拡大、国内外に向けた半導体市場向け製品の伸長などにより、前期に比べ３１億３千９百万円増の４４４億３

千３百万円（前期比７.６％増）となりました。利益につきましても、原価の低減、諸経費の削減等に努めました結

果、経常利益は前期に比べ６億２百万円増の４０億２千５百万円（前期比１７.６％増）となりました。また、当期

純利益は、保有株式や不動産売却等に関連した租税還付の影響もあり、前期に比べ８億３千１百万円増の２６億７

千３百万円（前期比４５.１％増）となりました。

②　製品事業別の概況

　プラント・機器関連製品事業につきましては、環境対応型ガスケット製品を中心にプラント・メンテナンス市場

や一般機械市場への販売が拡大し、前期比１０.６％増の１４０億３千４百万円の売上高となりました。

　機能樹脂製品事業につきましては、一部製品に伸び悩みが見られたものの、半導体市場向け製品が伸長し、全体

としては前期比３.９％増の１１２億９千７百万円の売上高となりました。

　エラストマー製品事業につきましては、半導体市場向け高機能エラストマー製品が国内外市場ともに好調で、前

期比１０.８％増の１０７億１千９百万円の売上高となりました。

　自動車関連部品事業につきましては、ワイヤーハーネス関連部品が好調であった一方、主力製品であるオートマ

チック関連製品が一部メーカー製自動車のＣＶＴ化の影響を受けて減収となり、前期比３.９％減の５２億６千７百

万円の売上高となりました。

　真空関連製品事業につきましては、半導体市場向けベローズ製品の拡販により前期比２７.８％増の１９億２千１

百万円の売上高となりました。

　その他の売上高は、前期比１１.５％増の１１億９千３百万円となりました。

　なお、所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　国内においては、プラント・機器関連製品を中心とした売上増により、売上高は前期比８.２％増の４０５億２千

６百万円、営業利益は前期比２７.３％増の３５億９千２百万円となりました。

　主な海外所在地セグメントであるアジア地区においては、中国、台湾、韓国市場での販売増が寄与し、売上高は

前期比３.４％増の３６億８千８百万円となりましたものの、営業利益は生産品目の変更の影響で前期比４６.７％

減の２億２千２百万円となりました。

 

 (次期の見通し)

  次期におけるわが国経済は、米国や中国といった輸出先経済の減速や調整、世界的な原材料価格の高止まり、為

替および金利の変動といった不安定要素があるものの、民間設備投資が高水準で推移するとともに、個人消費も回

復基調を示すことが期待されるなど、総じて堅調な成長を続けるものと予想されます。

  このような環境下、当社グループは、第４次中期経営計画「New Valqua Stage Four」（ＮＶ・Ｓ４）を開始し、

そこに掲げた目標の達成に向けて、生産設備の拡充、販売体制の整備、ＣＳＲ経営の推進、人材開発の加速をはじ

めとした諸施策を実施し、収益拡大および経営基盤の整備に努め、連結業績における売上高で前期比４．７％増の

４６５億円、営業利益で同１０．０％増の４５億円、経常利益で同９．３％増の４４億円とそれぞれ伸長する見通

しを立てております。ただし、当期純利益は、税金費用の負担増という営業外の要因により同１９．６％減の２１

億５千万円となる予想としております。
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(2) 財政状態に関する分析

①　資産、負債および純資産の状況

　当期の連結貸借対照表における総資産は、前期末に比べ１０億８千５百万円増加して３８８億１千３百万円とな

りました。純資産は、２４億８百万円増加し、２２４億３千２百万円となり、自己資本比率は前期末の５２.２％か

ら５６.７％に増加しました。

　増減の主な内容は、流動資産では売掛債権で８億８千７百万円の増加と、たな卸資産の２億３千万円の減少があ

りました。固定資産では、不動産の売却等もあり有形固定資産全体で３億４千９百万円減少しました。一方、投資

その他の資産では、投資有価証券が３億３千６百万円、その他が２億８百万円増加しました。

　流動負債および固定負債では、長期・短期借入金を返済した結果、借入金全体で１３億９千７百万円減少しまし

た。また、買掛債務が７億３千３百万円増加し、固定負債のその他で３億１千８百万円の減少がありました。

　株主資本では、ストック・オプションの権利行使等により資本金および資本剰余金がそれぞれ１億７千９百万円

増加しました。

②　キャッシュ・フローの状況

（単位：百万円） 

前期 当期 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,667 3,644 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △757 △1,683 △926

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,397 △1,784 613

換算差額 102 20 △82

現金及び現金同等物の増減額 613 196 △416

現金及び現金同等物の期首残高 2,709 3,323 613

現金及び現金同等物の期末残高 3,323 3,520 196

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、３６億４千４百万円となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純利益２９億５千２百万円、非資金費用である減価償却費１１億３千３百万円、

売上債権の増加による８億２千万円、仕入債務の減少による６億８千万円、たな卸資産の減少２億５千８百万円等

によるものであります。

　この結果、営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期に比べ２千２百万円減少しました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、１６億８千３百万円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出８億７千３百万円、投資有価証券の取得による支出６億５千７百万

円、本社事務所移転による敷金の支出等３億７千６百万円等があり、一方、長期貸付金の回収１億１千７百万円や

有形固定資産や投資有価証券の売却による収入１億２千１百万円等がありました。

　この結果、投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、前期に比べ９億２千６百万円増加しました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、１７億８千４百万円となりました。

　これは主に、借入金の返済１３億８千７百万円と少数株主を含めた配当金の支払い７億７千５百万円のほか、株

式の発行による収入３億５千７百万円等によるものであります。

　この結果、財務活動に使用したキャッシュ・フローは、前期に比べ６億１千３百万円減少しました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末残高より１億９千６百万円増加し３５億２千万円とな

りました。

　次期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べてほぼ横ばいに

推移することを見込んでおります。投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外での生産能力増強や合理化等の

設備投資の他、人材開発投資等を見込んでおります。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払い

を予定をしております。

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。
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③　キャッシュ・フロー関連指標の推移

第103期
平成15年３月期

第104期
平成16年３月期

第105期
平成17年３月期

第106期
平成18年３月期

第107期
平成19年３月期

自己資本比率（％） 45.5 45.9 46.8 52.2 56.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
62.7 68.2 72.3 99.5 106.1

債務償還年数（年） 3.9 8.1 2.3 1.9 1.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
9.5 5.4 18.5 17.9 24.6

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　債務償還年数：有利子負債／キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：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。

　※　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、利払いについては、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) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

　当社グループは、安定的な経営成績の確保を図るとともに強固な経営基盤の確立に努め、株主に対する長期安定的

利益還元を経営の最重要課題としております。具体的には長期的な視点に立ち連結業績を考慮しながら配当を実施す

るとともに、資本効率の向上を目的として自己株式の取得も適宜実施してまいります。配当と自己株式取得をあわせ

た金額を「株主還元」と捉え、その連結純利益に対する比率の「株主還元性向」について５０％を目処として利益還

元に努める方針です。内部留保につきましては、将来の更なる発展のために研究開発投資、設備投資、情報基盤投資

等の必要な投資の資金需要に備える所存であります。

  なお、四半期配当については当面の間実施予定はありません。
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２．企業集団の状況
　当企業集団は日本バルカー工業㈱（当社）および子会社２１社、関連会社２社で構成されており、プラント・機器

関連製品および工業用部品の製造・販売を主な事業としているほか、これらに附帯するサービス業務等を営んでおり

ます。

　当社グループにおける事業部門およびその主要な構成製品と、当社、子会社および関連会社との関係は、次のとお

りであります。

事業部門区分 主要な構成製品
会社名

製造会社 販売およびサービス会社等

プラント・機器関連製

品事業

ファイバー製品

金属製品

バルブ

（海外）

バルカーシール（上海）有限公司

バルカーインダストリーズ

　　（タイランド）リミテッド

台湾バルカー工業股份有限公司

（国内）

当社

㈱バルカーテクノ

バルカー・ハイパフォーマンス・

ポリマーズ㈱

㈱バルカーエスイーエス

バルカー・ガーロック・ジャパン

㈱

（海外）

VALQUA AMERICA INC.

台湾バルカー国際股份有限公司

VALQUA KOREA CO.,LTD.

バルカー（上海）貿易有限公司

機能樹脂製品事業 樹脂製品

（国内）

㈱バンス

㈱郷鉄工所

（海外）

上海バルカーふっ素樹脂製品

有限公司

FJV KOREA LTD.

エラストマー製品事業 ゴム製品

（国内）

㈱バルカー シール ソリューショ

ンズ

九州バルカー㈱

㈱バルカーエラストマー

三和工業㈱

自動車関連部品事業
ファイバー製品

ゴム製品

（国内）

㈱バルカーマテリアル

真空関連製品事業 金属製品

（国内）

バルカーセイキ㈱

（海外）

バルカーシール（上海）有限公司

その他
事務管理

その他
――――――

（国内）

当社

バルカービジネスサービス㈱

（注）１　バルカー・ガーロック・ジャパン㈱は、平成18年９月25日にガーロック・シーリング・テクノロジーLLC　　

　          との合弁により設立しました。

２　バルカー興産㈱は会社を解散し、平成18年９月22日に清算結了しました。

３　VALQUA SINGAPORE PTE LTD.は、平成18年７月18日付で会社の解散決議を行い現在清算中のため、上記の関

　　係図には記載しておりません。

４　PT.インドフェーシングインドネシアは、当社所有株式を売却したことにより関連会社から除外しました。

５　バルカーACL㈱は会社を解散し、平成19年３月27日に清算結了しました。

６　㈲三協製作所は会社を解散し、平成19年３月20日に清算結了しました。
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　以下の企業集団の状況について概要図を示すと次のとおりであります。

 国内得意先 

(国内) 

(連結子会社) 

㈱バルカーテクノ 

バルカー・ハイ 

 パフォーマンス 

  ・ポリマーズ㈱ 

㈱バルカー 

 エスイーエス 

バルカー・ 

 ガーロック 

  ・ジャパン㈱ 

販売事業 

製品の 
供給 

(連結子会社) 

㈱バルカーシール 

  ソリューションズ 

バルカーセイキ㈱ 

㈱バルカーマテリアル 

㈱バンス 

九州バルカー㈱ 

㈱バルカーエラストマー 

三和工業㈱ 

(関連会社) 

㈱郷鉄工所 

製造・販売事業 

原材料の 
供給 

製品の 
供給 

(連結子会社) 

VALQUA AMERICA,INC. 

台湾バルカー国際股有限公司 

VALQUA KOREA CO.,LTD. 

バルカー(上海)貿易有限公司 

販売事業 

海
外
得
意
先 

(海外) 

(連結子会社) 

バルカーシール(上海)有限公司 

バルカーインダストリーズ 

 (タイランド)リミテッド 

上海バルカー 

 ふっ素樹脂製品有限公司 

台湾バルカー工業股有限公司 

(関連会社) 

FJV KOREA LTD. 

製造・販売事業 

製品の 
供給 

原材料 
の供給 

製品の 
供給 事務管理

委託 (連結子会社) 

バルカービジネスサービス㈱ 

その他の事業 

日
本
バ
ル
カ
ー
工
業
㈱ 

製品の供給 

事務管理委託 

(対象は一部の会社) 

事務管理委託 

(対象は一部の会社) 

（注）１ バルカー・ガーロック・ジャパン㈱は、平成18年９月25日にガーロック・シーリング・テクノロジー

LLCとの合弁により設立しました。 

２ バルカー興産㈱は会社を解散し、平成18年９月22日に清算結了しました。 

３ VALQUA SINGAPORE PTE LTD.は、平成18年７月18日付で会社の解散決議を行い現在清算中のため、上

記の関係会社の概要図には記載しておりません。 

４ PT.インドフェーシングインドネシアは、当社所有株式を売却したことにより関連会社から除外しま

した。 

５ バルカーACL㈱は会社を解散し、平成19年３月27日に清算結了しました。 

６ ㈲三協製作所は会社を解散し、平成19年３月20日に清算結了しました。 
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 関係会社の状況

 連結子会社

名称 住所
資本金または

出資金
（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の所有（被

所有）割合
関係内容

所有割

合

（％）

被所有

割合

（％）

役員の

兼任等

（名）

資金
援助

営業上の取引
設備の
賃貸借

㈱バルカーテクノ 東京都台東区 30
プラント・機器

関連製品事業
100.0 － 無 無

各事業における製品の販

売をしております。
有

バルカー・ハイパフォ

ーマンス・ポリマーズ

㈱

東京都新宿区 310
機能樹脂製品事

業
100.0 － 無 貸付

樹脂製品の販売をしてお

ります。
有

バルカーセイキ㈱ 愛知県新城市 300
真空関連製品事

業
100.0 － 無 貸付

金属製品の製造をしてお

ります。
有

㈱バルカー シール 

ソリューションズ
奈良県五條市 90

エラストマー製

品事業
100.0 － 無 無

ゴム製品の製造及びファ

イバー製品の製造をして

おります。

有

㈱バルカーマテリアル
鹿児島県

志布志市
50

自動車関連部品

事業
100.0 － 無 貸付

ファイバー製品の製造を

しております。
有

㈱バンス 東京都町田市 60
機能樹脂製品事

業
100.0 － 無 貸付

樹脂製品の製造をしてお

ります。
有

㈱バルカーエスイーエ

ス
千葉県市原市 30

プラント・機器

関連製品事業
100.0 － 無 無

各事業における製品の販

売をしております。
有

バルカービジネスサー

ビス㈱
東京都新宿区 30 その他 100.0 － 無 無

当社企業集団の事務管理

をしております。
無

九州バルカー㈱ 福岡県飯塚市 30
エラストマー製

品事業
100.0 － 無 無

ゴム製品の製造をしてお

ります。
有

㈱バルカーエラストマ

ー

福島県東白川

郡棚倉町
25

エラストマー製

品事業
100.0 － 無 貸付

ゴム製品の製造をしてお

ります。
有

三和工業㈱ 愛知県新城市 21
エラストマー製

品事業
100.0 － 無 貸付

ゴム製品の製造をしてお

ります。
有

バルカー・ガーロック

・ジャパン㈱
東京都新宿区 80

プラント・機器

関連製品事業
51.0 － 無 無 

各事業における製品の販

売をしております。 
無

バルカーシール（上海

）有限公司

SHANGHAI 

CHINA
762

プラント・機器

関連製品事業

真空関連製品事

業

100.0 － 無 保証

ファイバー製品及び金属

製品の製造をしておりま

す。

無

バルカーインダスト

リーズ（タイランド）

リミテッド

SAMUTPRAKARN 

THAILAND

千タイバーツ

72,373

プラント・機器

関連製品事業
93.8 － 無

貸付

保証

ファイバー製品及び金属

製品の製造をしておりま

す。

有

上海バルカーふっ素樹

脂製品有限公司

SHANGHAI 

CHINA
500

機能樹脂製品事

業
70.0 － 無 無

樹脂製品の製造をしてお

ります。
無

VALQUA AMERICA INC.
CALIFORNIA

U.S.A.

千米ドル

1,260

プラント・機器

関連製品事業
100.0 － 無 無

各事業における製品の販

売をしております。
無

台湾バルカー工業股份

有限公司

KAOHSIUN 

GHSIEN

TAIWAN

千台湾ドル

36,000

プラント・機器

関連製品事業
55.0 － 無 無

ファイバー製品及び金属

製品の製造をしておりま

す。

無

台湾バルカー国際股份

有限公司

TAIPEI

TAIWAN

千台湾ドル

11,000

プラント・機器

関連製品事業
100.0 － 無 無

各事業における製品の販

売をしております。
無

VALQUA KOREA CO.,LTD
SEOUL

KOREA

千韓国

ウォン

400,000

プラント・機器

関連製品事業
87.5 － 無 無

各事業における製品の販

売をしております。
有

バルカー（上海）貿易

有限公司

SHANGHAI 

CHINA

千人民元

1,655

プラント・機器

関連製品事業
100.0 － 無 無

各事業における製品の販

売をしております。
無

　（注）１　主要な事業の内容欄には、事業部門区分の名称を記載しております。

２　バルカー・ガーロック・ジャパン㈱は、平成18年９月25日にガーロック・シーリング・テクノロジーLLCと

　　の合弁により設立しました。

３　VALQUA SINGAPORE PTE LTD.は、平成18年７月18日付で会社の解散決議を行い現在清算中のため、上記の関

　　係会社の状況には記載しておりません。

４　バルカー興産㈱は会社を解散し、平成18年９月22日に清算結了しました。

５　バルカーACL㈱は会社を解散し、平成19年３月27日に清算結了しました。
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３．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、社名の由来でもある「Ｖalue＆Ｑuality」（価値と品質）をスローガンとして、創業以来、価値

ある製品の研究・開発、信頼を生む品質の高い製品の提供に努力してまいりました。

　そのなかで、企業理念として「The VALQUA WAY」を制定し、「New Value＆Quality―Speed＆Spirit」をモットーに

「Value＆Quality＝企業価値の創造と経営品質の向上」の実践を図っております。具体的には、「高機能シール技術

を核とした、あらゆる産業への新たなソリューションの提供」を事業ドメインとして、顧客への提供価値を検討し、

機能性、透明性、効率性を徹底追求するとともに、キャッシュ・フローの増加、企業価値の増大を図る経営改革を推

進しております。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、平成２０年３月期から開始される第４次中期経営計画「New Valqua Stage Four」（ＮＶ・Ｓ４）

に掲げられた経営目標の達成に向けて諸施策を着実に実行することにより、平成２２年３月期における売上高を５０

０億円程度とすることを目指しております。また、売上高営業利益率、株主資本利益率（ＲＯＥ）、総資産利益率（Ｒ

ＯＡ）を目標とする主たる経営指標とし、この値が増加するよう収益向上と効率化を図ってまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成１５年３月期までの３ヵ年で第１次中期経営計画「New Valqua Stage One」（ＮＶ・Ｓ１）、

平成１７年３月期までの２ヵ年で第２次中期経営計画「New Valqua Stage Two」（ＮＶ・Ｓ２）をそれぞれ策定し、

「技術とブランド力を基盤に顧客価値を創造し続ける企業」を目指し、経営体質の整備強化に向けて積極果敢な挑戦

を行ないました。更に、平成１９年３月期までの２ヵ年においては、「次なる大飛躍に向けた確固たる基盤作り」を

テーマに、「New Valqua Stage Three」（ＮＶ・Ｓ３）のもと、収益の拡大と経営基盤の強化を図ってまいりました。

　平成２０年３月期から平成２２年３月期の３ヵ年では、第４次中期経営計画「New Valqua Stage Four」（ＮＶ・Ｓ

４）を策定し、

　①　新たな成長に向かっての選択と集中

　②　技術力の強化による事業の創出と高度化

　③　ＣＳＲ経営の推進

　④　成長を担う人材の更なる強化

という経営基本方針を掲げ、「Value＆Quality＝企業価値の創造と経営品質の向上」への妥協なき挑戦を続けてまい

ります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループを取り巻く経済環境は、国内民間需要が堅調な伸びを続けており、景気は全般的に息の長い回復傾向

を続けるものと予測されます。しかしながら、米国や中国といった海外の経済環境の動き如何によっては、その基調

が崩れる可能性もあります。

　このような環境下にありまして、当社グループといたしましては、第4次中期経営計画「New Valqua Stage Four」

（ＮＶ・Ｓ４）で掲げた戦略と施策を積極かつ果敢に実施、外部環境に左右されにくい企業体質・収益構造を具現化

し、掲げた目標の達成に邁進する所存であります。

(5）その他、経営上の重要な事項

 　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
比較増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   3,353   3,527  173

２　受取手形及び売掛金 ※７  11,830   12,717  887

３　たな卸資産   1,759   1,529  △230

４　未収入金 ※７  2,218   2,382  164

５　繰延税金資産   469   486  16

６　その他   304   268  △35

７　貸倒引当金   △15   △17  △1

流動資産合計   19,921 52.8  20,895 53.8 973

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※３ 11,874   11,768    

減価償却累計額  6,241 5,632  6,489 5,278  △353

(2) 機械装置及び運搬具 ※３ 6,142   6,159    

減価償却累計額  4,380 1,761  4,350 1,809  47

(3) 工具器具備品  3,033   3,135    

減価償却累計額  2,431 602  2,482 653  50

(4) 土地 ※３  3,828   3,789  △38

(5) 建設仮勘定   133   78  △55

有形固定資産合計   11,958 31.7  11,609 29.9 △349

２　無形固定資産   544 1.4  434 1.1 △109

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※２  3,196   3,533  336

(2) 繰延税金資産   7   102  94

(3) 前払年金費用   1,218   1,136  △81

(4) その他   928   1,136  208

(5) 貸倒引当金   △49   △35  13

投資その他の資産合計   5,302 14.1  5,873 15.2 571

固定資産合計   17,806 47.2  17,918 46.2 112

資産合計   37,727 100.0  38,813 100.0 1,085
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前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
比較増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   6,186   6,919  733

２　短期借入金   4,027   2,816  △1,210

３　１年以内返済予定
長期借入金

※３  456   2,423  1,966

４　未払法人税等   217   247  29

５　賞与引当金   485   520  35

６　役員賞与引当金   ―   45  45

７　その他   1,301   1,281  △20

流動負債合計   12,674 33.6  14,254 36.7 1,579

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※３  2,519   365  △2,153

２　繰延税金負債   961   527  △433

３　退職給付引当金   314   318  4

４　その他 ※４  1,233   915  △318

固定負債合計   5,028 13.3  2,126 5.5 △2,901

負債合計   17,703 46.9  16,380 42.2 △1,322

(少数株主持分)         

少数株主持分   346 0.9  ― ― ―

(資本の部)         

Ⅰ　資本金 ※５  13,435 35.6  ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金   3,679 9.8  ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金   2,163 5.7  ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  789 2.1  ― ― ―

Ⅴ　為替換算調整勘定   △321 △0.8  ― ― ―

Ⅵ　自己株式 ※６  △68 △0.2  ― ― ―

資本合計   19,677 52.2  ― ― ―

負債、少数株主持分及
び資本合計

  37,727 100.0  ― ― ―
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前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
比較増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   ― ―  13,614 35.1 ―

２　資本剰余金   ― ―  3,858 10.0 ―

３　利益剰余金   ― ―  3,890 10.0 ―

４　自己株式   ― ―  △87 △0.2 ―

株主資本合計   ― ―  21,276 54.9 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  ― ―  865 2.2 ―

２　為替換算調整勘定   ― ―  △146 △0.4 ―

評価・換算差額等合計   ― ―  718 1.8 ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  94 0.2 ―

Ⅳ　少数株主持分   ― ―  342 0.9 ―

純資産合計   ― ―  22,432 57.8 ―

負債純資産合計   ― ―  38,813 100.0 ―
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

比較増減 

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

増減
(百万円)

増減率 
（％） 

Ⅰ　売上高   41,293 100.0  44,433 100.0 3,139 7.6

Ⅱ　売上原価 ※５  27,681 67.0  29,601 66.6 1,920 6.9

売上総利益   13,612 33.0  14,832 33.4 1,219 9.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費          

１　役員従業員給与手当  4,353   4,834     

２　賞与引当金繰入額  291   336     

３　役員賞与引当額繰入額  ―   45     

４　退職給付費用  533   404     

５　貸倒引当金繰入額  1   3     

６　研究開発費 ※５ 1,112   1,113     

７　その他  3,837 10,130 24.6 4,003 10,741 24.2 611 6.0

営業利益   3,482 8.4  4,090 9.2 607 17.5

Ⅳ　営業外収益          

１　受取利息  8   8     

２　受取配当金  20   30     

３　設備賃貸収益  121   141     

４　連結調整勘定償却額  1   ―     

５　負ののれん償却額  ―   1     

６　持分法による投資利益  7   ―     

７　為替差益  66   50     

８　その他  97 323 0.8 110 343 0.8 20 6.4

Ⅴ　営業外費用          

１　支払利息  197   137     

２　手形売却損  51   66     

３　設備賃貸費用  88   118     

４　その他  45 383 0.9 85 408 0.9 25 6.7

経常利益   3,422 8.3  4,025 9.1 602 17.6
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

比較増減 

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

増減
(百万円)

増減率 
（％） 

Ⅵ　特別利益          

１　固定資産売却益 ※１ 241   10     

２　投資有価証券売却益  55   19     

３　その他  3 300 0.7 15 45 0.1 △254 △84.8

Ⅶ　特別損失          

１　固定資産廃棄損 ※３ 80   213     

２　固定資産売却損 ※２ ―   12     

３　減損損失 ※４ 943   81     

４　棚卸資産廃棄損  58   192     

５  石綿疾病補償金 ※６ ―   311     

６　製品補償損失  ―   109     

７　その他  365 1,449 3.5 198 1,118 2.6 △330 △22.8

税金等調整前当期
純利益

  2,274 5.5  2,952 6.6 678 29.8

法人税、住民税及び
事業税

 278   472     

法人税等調整額  108 386 0.9 △198 273 0.6 △113 △29.3

少数株主利益   45 0.1  5 0.0 △39 △88.0

当期純利益   1,842 4.5  2,673 6.0 831 45.1
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   3,511

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　増資による新株式の発行  167  

２　自己株式処分差益  0 167

Ⅲ　資本剰余金期末残高   3,679

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,062

Ⅱ　利益剰余金増加高    

当期純利益  1,842 1,842

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  704  

２　役員賞与  35  

(うち監査役賞与）  (5)  

３　その他利益剰余金減少高 ※ 2 741

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,163
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
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

平成18年３月31日残高
（百万円）

13,435 3,679 2,163 △68 19,209

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 179 178   357

剰余金の配当（注）1.2   △762  △762

役員賞与（注）1   △40  △40

持分法適用除外による剰余金の減
少

  △143  △143

その他の利益剰余金減少   △0  △0

当期純利益   2,673  2,673

自己株式の取得    △19 △19

自己株式の処分  0  1 1

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
（百万円）

179 179 1,727 △18 2,067

平成19年３月31日残高
（百万円）

13,614 3,858 3,890 △87 21,276

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
（百万円）

789 △321 468 ― 346 20,024

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      357

剰余金の配当（注）1.2      △762

役員賞与（注）1      △40

持分法適用除外による剰余金の減
少

     △143

その他の利益剰余金減少      △0

当期純利益      2,673

自己株式の取得      △19

自己株式の処分      1

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

75 174 249 94 △3 340

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

75 174 249 94 △3 2,408

平成19年３月31日残高
（百万円）

865 △146 718 94 342 22,432

 (注) １　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

２　平成18年12月に中間配当を実施しております。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　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  2,274 2,952
減価償却費  1,102 1,133
減損損失  943 81
受取利息及び受取配当金  △29 △39
支払利息  197 137
持分法による投資損益  △7 ―
退職給付引当金の増減額(減少額△)  6 2
前払年金費用の増減額(増加額△)  228 81
固定資産売却損益  △214 1
固定資産廃棄損  80 213
売上債権の増減額(増加額△)  △11 △820
たな卸資産の増減額(増加額△)  379 258
仕入債務の増減額(減少額△)  △111 680
その他固定負債の増減額(減少額△)  △283 △270
その他  △375 △232

小計  4,180 4,179
利息及び配当金の受取額  37 39
利息の支払額  △205 △147
法人税等の支払額  △345 △426

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,667 3,644
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △23 △2
定期預金の払戻による収入  0 27
有形固定資産の取得による支出  △718 △873
有形固定資産の売却による収入  272 74
無形固定資産の取得による支出  △14 △68
無形固定資産の売却による収入  59 ―
投資有価証券の取得による支出  △426 △657
投資有価証券の売却による収入  126 47
差入保証金の支払による支出  △135 △376
差入保証金の回収による収入  123 32
貸付金の回収による収入  35 117
その他  △56 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー  △757 △1,683
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  2,824 2,828
短期借入金の返済による支出  △3,089 △4,030
長期借入れによる収入  ― 270
長期借入金の返済による支出  △1,730 △456
株式の発行による収入  335 357
配当金の支払額  △700 △762
少数株主による株式払込収入  ― 39
少数株主への配当金の支払額  △17 △13
その他  △18 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,397 △1,784
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  102 20

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少額△)  613 196
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,709 3,323

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,323 3,520
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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

項目
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数22社

主要な連結子会社の名称

　バルカー・ハイパフォーマンス・

ポリマーズ㈱、バルカーセイキ㈱、

㈱バルカー シール ソリューション

ズ、㈱バルカーマテリアル、㈱バル

カーエスイーエス、九州バルカー㈱、

㈱バルカーエラストマー、バルカー

インダストリーズ(タイランド)リミ

テッド、上海バルカーふっ素樹脂製

品有限公司、台湾バルカー工業股份

有限公司であります。

(1) 連結子会社の数21社

主要な連結子会社の名称

　バルカー・ハイパフォーマンス・

ポリマーズ㈱、バルカーセイキ㈱、

㈱バルカー シール ソリューション

ズ、㈱バルカーエスイーエス、九州

バルカー㈱、㈱バルカーエラスト

マー、バルカーインダストリーズ

(タイランド)リミテッド、上海バル

カーふっ素樹脂製品有限公司、バル

カーシール（上海）有限公司、台湾

バルカー国際股份有限公司でありま

す。

　バルカー・ガーロック・ジャパン

㈱は、平成18年９月25日にガーロッ

ク・シーリング・テクノロジーＬＬ

Ｃとの合弁により設立したため、当

連結会計年度より連結子会社になり

ました。

　バルカー興産㈱は、平成18年９月

22日に清算結了したため、連結子会

社から除外いたしました。

　バルカーACL㈱は、平成19年３月

27日に清算結了したため、連結子会

社から除外いたしました。

 (2) 非連結子会社の数

該当事項はありません。

(2) 非連結子会社の数

同左

２　持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用関連会社の数１社

持分法適用関連会社の名称

　ＰＴ.インドフェーシングイン

ドネシア

(1) 持分法適用関連会社の数

　ＰＴ.インドフェーシングイン　

ドネシアは、当社所有株式の売却に

より関連会社に該当しなくなったた

め、当連結会計年度より持分法の適

用範囲から除外しております。

 (2) 持分法を適用していない関連会社の

名称

(2) 持分法を適用していない関連会社の

名称

 ㈲三協製作所

FJV KOREA LTD.

㈱郷鉄工所

FJV KOREA LTD. 

㈱郷鉄工所

 　持分法を適用していない関連会社

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、

持分法の適用範囲から除外しており

ます。

　持分法を適用していない関連会社

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、

持分法の適用範囲から除外しており

ます。

　㈲三協製作所は、平成19年３月20

日に清算結了いたしました。
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

３　連結子会社の事業年度等に関す

る事項

　連結子会社のうち、海外の子会社の決

算日は12月31日であり、連結決算日との

差は３ヶ月以内であるため、当該連結子

会社の事業年度に係る財務諸表を基礎と

して連結を行なっております。

　ただし、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

を行なっております。

同左

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　有価証券(その他有価証券)

・時価のあるもの

決算日前１ヶ月間の市場価格の

平均に基づく時価法（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

定しております。）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券（その他有価証券）

・時価のあるもの

決算日前１ヶ月間の市場価格の

平均に基づく時価法（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

り算定しております。）

 ・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

商品、製品、原材料、仕掛品、貯

蔵品は主として総平均法による原

価法であります。

②　たな卸資産

同左

  ――――――――

 

③　デリバティブ

　　　時価法 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産及び無形固定資産

　有形固定資産及び無形固定資産

(ソフトウェアを除く)は、主とし

て定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産及び無形固定資産

同左

 建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び

運搬具
２～17年

工具器具備品 ２～20年

　ソフトウェアは、主として社内

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　長期前払費用

　効果の及ぶ期間に応じて均等償

却しております。

②　長期前払費用

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準

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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充当する

ため、当連結会計年度に負担すべ

き支給見込額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

  ――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④　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。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による定額法に

より費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)による定額

法により翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見込

額に基づき計上しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号　平成17年11月29日）

を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が

それぞれ45百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

④  退職給付引当金

同左 
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 (4) 重要な外貨建の資産または負債の本

邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、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。

　なお、在外子会社等の資産及び負

債並びに収益及び費用は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び資

本の部における為替換算調整勘定に

含めております。

(4) 重要な外貨建の資産または負債の本

邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、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。

　なお、在外子会社等の資産及び負

債並びに収益及び費用は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めております。

 (5) 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、主

として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。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (6) 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。

　なお、金利スワップについて特

例処理の要件を満たすものについ

ては、特例処理を採用しておりま

す。

(6) 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、特例処

理の要件を満たすものについては、

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　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金金利

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

　金利変動によるリスクを回避す

る目的で対象物の範囲内に限定し

てヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性の判定をしておりま

す。

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしているものについては、

有効性の判定を省略しております。

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

件を満たしているものについて

は、有効性の判定を省略してお

ります。
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 (7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

①　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、税抜方式によっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

 ②　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しておりま

す。

②　連結納税制度の適用

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につ

いては、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６　連結調整勘定の償却に関する事

項

　連結調整勘定の償却については、発生

年度より実質的判断による年数の見積り

が可能なものはその見積り年数で、その

他については５年間で定額法により償却

を行なっております。

――――――――

７　のれん及び負ののれんの償却に

関する事項

 ―――――――― 　のれん及び負ののれんの償却について

は、発生年度より実質的判断による年数

の見積りが可能なものはその見積り年数

で、その他については５年間で定額法に

より償却を行なっております。 

８　利益処分項目等の取扱いに関す

る事項

　連結会計年度中において確定した利益

処分または損失処理に基づいております。

同左

９　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

投資からなっております。

同左
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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の変更

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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

適用指針第６号　平成15年10月31日)を適用しておりま

す。

　これにより税金等調整前当期純利益は943百万円減少

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。

――――――――

 

 

 

 ――――――――

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、21,995

百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

 ――――――――

 

 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準等） 

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５

月31日）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益がそれぞれ94百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において営業外費用の「雑損失」に含

めて表示しておりました「手形売却損」(前連結会計年

度41百万円)については、営業外費用の総額の100分の10

超となったため、当連結会計年度より区分掲記しており

ます。

（連結損益計算書） 

  前連結会計年度において、営業外収益の「連結調整勘

定償却額」として掲記されていたものは、当連結会計年

度から、「負ののれん償却額」として表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「差入

保証金の回収による収入」(前連結会計年度22百万円)に

ついては、重要性が増したため、当連結会計年度より区

分掲記しております。

――――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

  １　受取手形裏書譲渡高 4百万円   １　受取手形裏書譲渡高 3百万円

※２　非連結子会社及び関連会社に対するもの ※２　非連結子会社及び関連会社に対するもの

投資有価証券(株式) 111百万円 投資有価証券(株式) 88百万円

※３　担保資産及び担保付債務 ※３　担保資産及び担保付債務

①　工場財団抵当として担保に供している固定資産 ①　工場財団抵当として担保に供している固定資産

建物及び構築物 300百万円

機械装置及び運搬具 19百万円

土地 125百万円

計 445百万円

建物及び構築物 273百万円

機械装置及び運搬具 18百万円

土地 125百万円

計 417百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

１年以内返済予定

長期借入金
40百万円

長期借入金 960百万円

計 1,001百万円

１年以内返済予定

長期借入金
43百万円

長期借入金 920百万円

計 963百万円

②　その他 ②　その他

建物及び構築物 95百万円

土地 241百万円

計 336百万円

建物及び構築物 90百万円

土地 241百万円

計 331百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

１年以内返済予定

長期借入金
79百万円

長期借入金 53百万円

計 133百万円

１年以内返済予定

長期借入金
64百万円

長期借入金 30百万円

計 94百万円

※４　その他固定負債に含まれる

連結調整勘定
2百万円

※４　その他固定負債に含まれる

負ののれん
16百万円

※５　当社の発行済株式総数 ※５　 　　　　　　――――――――

普通株式 89,421,668株   

※６　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。

※６　　　　　　　 ――――――――

 

普通株式 286,582株  　  

 ※７　連結会計期間末日の期末日確定期日現金決済の会

　　　 計処理は、満期日決済が行なわれたものとして処

　　　 理しております。

　　　 　なお、当連結会計期間末日が金融機関の休日で

　　　 あったため、次のとおり期末日確定期日決済分が

　　　 連結会計期間末残高より除かれております。

 　売掛金 209百万円

 　未収入金 11百万円

 　合計  220百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※１　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2百万円

土地 239百万円

計 241百万円

機械装置及び運搬具 9百万円

土地 1百万円

計 10百万円

※２　　　　　　　―――――――― ※２　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 11百万円

工具器具備品 0百万円 

 計  12百万円

※３　固定資産廃棄損の内容は、次のとおりであります。 ※３　固定資産廃棄損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 58百万円

機械装置及び運搬具 11百万円

工具器具備品 10百万円

計 80百万円

建物及び構築物 9百万円

機械装置及び運搬具 174百万円

工具器具備品 24百万円

その他 　　　　3百万円 

計 213百万円

※４　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産について減損損失を計上しました。

※４　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
厚木市

賃貸
設備

土地
建物

578
324

石川県
小松市

遊休
不動産等

土地
建物
構築物他

14
23
2

合計 943

（経緯）

　地価の著しい下落及び賃貸料水準の著しい低下に伴い

収益性が著しく低下したため、また、今後の利用計画も

無いため、減損損失を認識いたしました。

（回収可能価額の算定方法）

　厚木市賃貸設備については不動産鑑定評価額により、

小松市遊休不動産等については、正味売却価額により評

価しております。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
厚木市

賃貸
設備

建物他 81

 （経緯）

 今後の利用計画が無いために売買価額まで減損損失を

認識いたしました。

 （回収可能価額の算定方法）

  厚木市賃貸設備については売却価額により評価してお

ります。

※５　一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開

発費は1,130百万円であります。

※５　一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開

発費は1,123 百万円であります。

※６  ―――――――― ※６　石綿疾病補償金

 　石綿労災認定を受けた当社元従業員及びご遺族に対

する補償金であります。

（連結剰余金計算書関係及び連結株主資本等変動計算書関係）

連結剰余金計算書関係

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

※　その他利益剰余金減少高は、中国の会計制度に基づく

中国子会社の利益処分による剰余金取崩高等でありま

す。

日本バルカー工業㈱ (7995) 平成 19 年３月期決算短信

－ 26 －



連結株主資本等変動計算書関係

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）１ 89,421 1,577 － 90,998

合計 89,421 1,577 － 90,998

自己株式     

普通株式　（注）２,３ 286 46 4 328

合計 286 46 4 328

 (注)１　普通株式の発行済株式総数の増加1,577千株は、ストック・オプションの行使による増加であります。

 　　２　普通株式の自己株式の株式数の増加46千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　 ３　普通株式の自己株式の株式数の減少４千株は、単元株式の市場への売却による減少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

 提出会社

平成18年ストック・オプ

ションとしての新株予約

権（注）

普通株式 － － － － 94

合計 － － － － － 94

（注）　平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月20日

定時株主総会
普通株式 401 4.5 平成18年３月31日 平成18年６月21日

平成18年11月７日

取締役会
普通株式 361 4 平成18年９月30日 平成18年12月１日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月20日

定時株主総会
普通株式 544  利益剰余金 6 平成19年３月31日 平成19年６月21日

 （注）1株当たり配当額には、創業80周年記念配当２円を含んでおります。

日本バルカー工業㈱ (7995) 平成 19 年３月期決算短信

－ 27 －



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,353百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△29百万円

現金及び現金同等物 3,323百万円

現金及び預金勘定 3,527百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△6百万円

現金及び現金同等物 3,520百万円

（開示の省略）

　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者との取

引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しており

ます。

 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

至　平成19年３月31日)

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「各種工業用部品・

部材製品の製造・販売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日)

 
日本

(百万円)
アジア
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

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 37,462 3,567 263 41,293 ― 41,293

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,320 2,896 112 4,329 (　4,329) ―

計 38,783 6,463 376 45,623 (　4,329) 41,293

営業費用 35,961 6,045 323 42,329 (　4,518) 37,811

営業利益 2,822 418 53 3,293 188 3,482

Ⅱ　資産 35,817 4,849 234 40,901 (　3,173) 37,727

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1)アジア ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国

(2)北米 ・・・・・・ アメリカ合衆国
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当連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 
日本

(百万円)
アジア
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

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 40,526 3,688 218 44,433 ― 44,433

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,369 3,331 127 4,828  ( 4,828) ―

計 41,895 7,019 346 49,261  ( 4,828) 44,433

営業費用 38,303 6,796 283 45,383 ( 5,040) 40,343

営業利益 3,592 222 62 3,878 212 4,090

Ⅱ　資産 36,595 5,018 267 41,882 (3,068) 38,813

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1)アジア ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国

(2)北米 ・・・・・・ アメリカ合衆国

３　会計方針の変更

（役員賞与に関する会計基準）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（３）③に記載のとおり、当連結会計年度より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は45百万円増加し、営業利益が同額減少し

ております。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は94百万円増加し、営

業利益が同額減少しております。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度(自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日)

 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 4,066 1,019 272 5,358

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 41,293

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
9.8 2.5 0.7 13.0

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1)アジア ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国

(2)北米 ・・・・・・ アメリカ合衆国

(3)その他の地域 ・・ ヨーロッパ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。

当連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 4,643 1,161 177 5,981

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 44,433

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
10.5 2.6 0.4 13.5

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1)アジア ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国

(2)北米 ・・・・・・ アメリカ合衆国

(3)その他の地域 ・・ ヨーロッパ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 220円32銭

１株当たり当期純利益 20円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 19円96銭

１株当たり純資産額 242円59銭

１株当たり当期純利益 29円66銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 29円07銭

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益 1,842百万円 2,673百万円

普通株式に係る当期純利益 1,802百万円 2,673百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳   

　利益処分による役員賞与金 40百万円 －百万円

普通株主に帰属しない金額 40百万円 －百万円

普通株式の期中平均株式数 88,600,585株 90,132,040株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳
  

　新株引受権 400千株 75千株

　新株予約権 1,310千株 1,764千株

普通株式増加数 1,710千株 1,839千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

―――――――― ――――――――
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第106期

(平成18年３月31日)
第107期

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   2,227  2,361  133

２　受取手形 ※３  1,633  1,787  154

３　売掛金 ※3,4  6,718  7,666  947

４　商品   560  567  6

５　前払費用   109  120  10

６　繰延税金資産   298   302  4

７　短期貸付金   40  －  △40

８　関係会社短期貸付金   1,478   1,252  △225

９　未収入金 ※3,4  2,782  3,103  320

10　その他   47   20  △26

11　貸倒引当金   △6  △7  △0

流動資産合計   15,889 47.9  17,174 50.1 1,284

Ⅱ　固定資産         

(1) 有形固定資産         

１　建物 ※１ 8,949   8,690    

減価償却累計額  4,719 4,229  4,889 3,801  △428

２　構築物  498   505    

減価償却累計額  394 104  400 105  0

３　機械及び装置  3,559   3,497    

減価償却累計額  2,966 592  2,954 542  △50

４　車輌及び運搬具  35   28    

減価償却累計額  33 1  26 1  △0

５　工具・器具及び
　　備品

 1,101   1,199    

減価償却累計額  891 210  906 293  83

６　土地 ※１  3,451   3,408  △42

７　建設仮勘定   0   －  △0

有形固定資産合計   8,590 25.9  8,152 23.8 △437
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第106期

(平成18年３月31日)
第107期

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(2) 無形固定資産         

１　ソフトウェア   382   281  △100

２　公共施設利用権   0   －  △0

３　その他   18   19  0

無形固定資産合計   401 1.2  301 0.9 △100

(3) 投資その他の資産         

１　投資有価証券   3,048   3,420  372

２　関係会社株式   1,932   1,884  △48

３　出資金   13   0  △13

４　関係会社出資金   1,137   1,137  －

５　長期未収入金   －   4  4

６　長期貸付金   77   －  △77

７　関係会社
　　長期貸付金

  1,047   675  △371

８　破産債権・更生債権
その他これらに準ず
る債権

  17   7  △10

９　長期前払費用   72   62  △10

10　前払年金費用   826   760  △65

11　敷金・保証金   253   587  334

12　その他   109   99  △10

13　貸倒引当金   △239   △6  232

投資その他の資産合
計

  8,296 25.0  8,632 25.2 336

固定資産合計   17,288 52.1  17,087 49.9 △201

資産合計   33,178 100.0  34,261 100.0 1,082
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第106期

(平成18年３月31日)
第107期

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形 ※３  951   1,349  397

２　買掛金 ※３  3,852   4,816  964

３　短期借入金   3,180   2,000  △1,180

４　１年以内返済予定
　　長期借入金

 ※１  250   2,250  2,000

５　未払金 ※３  552   640  87

６　未払費用   58   54  △3

７　未払法人税等   64   56  △7

８　未払消費税等   45   62  17

９　前受金   2   2  △0

10　預り金 ※３  492   385  △106

11　賞与引当金   241   276  35

12　役員賞与引当金   －   45  45

13　設備関係支払手形   8   21  12

14　その他   47   －  △47

流動負債合計   9,746 29.4  11,961 34.9 2,214

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※１  2,250   －  △2,250

２　繰延税金負債   766   379  △386

３　長期未払金   841   666  △175

４　預り保証金   22   20  △2

固定負債合計   3,880 11.7  1,066 3.1 △2,814

負債合計   13,627 41.1  13,027 38.0 △599
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第106期

(平成18年３月31日)
第107期

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(資本の部)         

Ⅰ　資本金 ※５  13,435 40.5  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   3,677   －   

２　その他資本剰余金         

自己株式処分差益   1   －   

資本剰余金合計   3,679 11.1  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

当期未処分利益   1,716   －   

利益剰余金合計   1,716 5.2  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※７  788 2.3  － － －

Ⅴ　自己株式 ※６  △68 △0.2  － － －

資本合計   19,551 58.9  － － －

負債資本合計   33,178 100.0  － － －
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第106期

(平成18年３月31日)
第107期

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(純資産の部)         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － － 13,614 39.7 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   3,855    

(2）その他資本剰余金  －   2    

資本剰余金合計   － －  3,858 11.3 －

３　利益剰余金         

　　その他利益剰余金         

80周年記念事業積立
金

 －   28    

繰越利益剰余金  －   2,859    

利益剰余金合計   － －  2,887 8.4 －

４　自己株式   － －  △87 △0.2 －

株主資本合計   － －  20,273 59.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

　　その他有価証券評価差
額金

  － －  865 2.5 －

評価・換算差額等合計   － －  865 2.5 －

Ⅲ　新株予約権   － －  94 0.3 －

純資産合計   － －  21,233 62.0 －

負債純資産合計   － －  34,261 100.0 －
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(2）損益計算書

  
第106期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第107期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   30,889 100.0  34,672 100.0 3,782

Ⅱ　売上原価         

１　商品売上原価         

(1) 商品期首たな卸高  592   560    

(2) 当期商品仕入高 ※２ 21,401   24,033    

合計  21,993   24,593    

(3) 他勘定振替高 ※１ 25   180    

(4) 商品期末たな卸高  560 21,407 69.3 567 23,846 68.8 2,438

売上総利益   9,482 30.7  10,826 31.2 1,344

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　荷造運賃  343   298    

２　広告宣伝費  89   82    

３　支払手数料  149   148    

４　貸倒引当金繰入額  0   1    

５　貸倒損失  5   2    

６　役員報酬  192   229    

７　給与賃金手当  2,039   2,389    

８　賞与金  372   447    

９　賞与引当金繰入額  188   239    

10　役員賞与引当金
　　繰入額

 －   45    

11　退職給付費用  460   336    

12　福利厚生費  363   434    

13　旅費交通費  302   321    

14　通信費  93   98    

15　賃借料  564   604    

16　減価償却費  253   283    

17　外部委託費  751   891    

18　研究開発費 ※８ 1,067   1,197    

19　その他  656 7,894 25.6 758 8,811 25.4 916

営業利益   1,587 5.1  2,015 5.8 428
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第106期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第107期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

増減
(百万円)

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  52   65    

２　受取配当金  ※２ 354   581    

３　設備賃貸収益 ※２ 443   354    

４　経営指導料 ※２ 93   －    

５　その他  270 1,215 3.9 351 1,353 3.9 138

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  158   113    

２　設備賃貸費用  297   271    

３　その他  128 585 1.8 160 545 1.6 △40

経常利益   2,217 7.2  2,823 8.1 606

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ －   1    

２　投資有価証券売却益  28   18    

３　貸倒引当金取崩益  70   13    

４　その他  － 99 0.3 10 44 0.1 △54

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産廃棄損 ※４ 20   35    

２　固定資産売却損 ※５ 1   11    

３　減損損失 ※６ 943   81    

４　石綿疾病補償金  ※７ －   311    

５　投資有価証券評価損  12   －    

６　貸倒損失  －   251    

７　製品補償損失  －   100    

８　たな卸資産廃棄損  －   125    

９　その他  215 1,193 3.9 198 1,115 3.2 △78

税引前当期純利益   1,122 3.6  1,753 5.0 630

法人税、住民税及び
事業税

 △104   △174    

法人税等調整額  25 △79 △0.3 △45 △220 △0.7 △140

当期純利益   1,202 3.9  1,973 5.7 771

前期繰越利益   824   －   

中間配当額   310   －   

当期未処分利益   1,716   －   
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
第106期

株主総会承認日
(平成18年６月20日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ　当期未処分利益   1,716

Ⅱ　利益処分額    

配　当　金  401  

役員賞与金  40  

任意積立金  100  

80周年記念事業積立金  100 541

Ⅲ　次期繰越利益   1,175
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株主資本等変動計算書

第107期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

80周年記
念事業積
立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高
（百万円）

13,435 3,677 1 3,679 － 1,716 1,716 △68 18,762

事業年度中の変動額          

新株の発行 179 178  178     357

剰余金の配当(注)1.2      △762 △762  △762

役員賞与(注)1      △40 △40  △40

剰余金の積立     100 △100 －  －

剰余金の取崩     △72 72 －  －

当期純利益      1,973 1,973  1,973

自己株式の取得        △19 △19

自己株式の処分   0 0    1 1

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

179 178 0 179 28 1,143 1,171 △18 1,511

平成19年３月31日残高
（百万円）

13,614 3,855 2 3,858 28 2,859 2,887 △87 20,273

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差

額金
評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高
（百万円）

788 788 － 19,551

事業年度中の変動額     

新株の発行    357

剰余金の配当(注)1.2    △762

役員賞与(注)1    △40

剰余金の積立    －

剰余金の取崩    －

当期純利益    1,973

自己株式の取得    △19

自己株式の処分    1

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

76 76 94 170

事業年度中の変動額合計
（百万円）

76 76 94 1,682

平成19年３月31日残高
（百万円）

865 865 94 21,233

 (注)１ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

　　 ２ 平成18年12月に中間配当を実施しております。　
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重要な会計方針

項目
第106期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第107期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

①　時価のあるもの

決算日前１ヶ月間の市場価格の平

均に基づく時価法（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）

(2) その他有価証券

①　時価のあるもの

決算日前１ヶ月間の市場価格の平

均に基づく時価法（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)

 ②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

２　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

――――――――　 デリバティブ

時価法

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　総平均法による原価法 同左

４　固定資産の減価償却の方

法

　有形固定資産及び無形固定資産(ソフト

ウェアを除く)は、定額法を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

同左

 建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び
車輌運搬具

２～17年

工具器具及び備品 ２～20年

 

 　ソフトウェアは、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。

　長期前払費用は、効果の及ぶ期間に応じ

て均等償却しております。

 

５　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

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。

同左

６　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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充当するため、

当事業年度に負担すべき支給見込額を計

上しております。

(2) 賞与引当金

同左
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項目
第106期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第107期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 ――――――――

 

(3)役員賞与引当金 

　役員の賞与の支出に備えるため、当事

業年度における支給見込額に基づき計上

しております。

(会計方針の変更)

　 当事業年度から「役員賞与に関する

会計基準」(企業会計基準第4号　平成17

年11月29日)を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益がそ

れぞれ45百万円減少しております。

 (4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業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。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により費用処理し

ております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により、翌期か

ら費用処理することとしております。

　なお、当事業年度末においては前払年

金費用計上のため、退職給付引当金は計

上しておりません。

(4) 退職給付引当金

　同左

 

 

　

７　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。

同左

８　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。

　なお、金利スワップについて特例処理

の要件を満たすものについては、特例処

理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の要件

を満たすものについては、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　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金金利

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針

　金利変動によるリスクを回避する目的

で対象物の範囲内に限定してヘッジして

おります。

(3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ

対象の変動額の累計額を比較して有効性

の判定をしております。

　金利スワップの特例処理の要件を満た

しているものについては、有効性の判定

を省略しております。

(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

しているものについては、有効性の判定

を省略しております。
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項目
第106期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第107期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

９　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1) 消費税等の会計処理の方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理の方法

同左

 (2) 連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

(2) 連結納税制度の適用

　同左

重要な会計方針の変更

第106期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第107期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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」(企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日)を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は943百万円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

――――――――

―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号　平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日)を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は21,138百

万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

 ―――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準等）

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」(企業会計基準第８号　平成17年12月27日)及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日)

を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益がそれぞれ94百万円減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第106期
(平成18年３月31日)

第107期
(平成19年３月31日)

※１　担保資産及び担保付債務 ※１　担保資産及び担保付債務

　　工場財団抵当として担保に供している固定資産 　　工場財団抵当として担保に供している固定資産

建物 215百万円

土地 23百万円

計 238百万円

建物 196百万円

土地 23百万円

計 220百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

長期借入金 920百万円 １年以内返済予定　　

長期借入金
920百万円

　２　債務保証

　関係会社における銀行借入金に対し次のとおり債

務保証を行なっております。

　２　債務保証

　関係会社における銀行借入金に対し次のとおり債

務保証を行なっております。

台湾バルカー国際股份有限公司 54百万円 バルカーインダストリーズ(タイラ

ンド)リミテッド
57百万円

　この他に下記関係会社の銀行借入金に対し保証予

約を行なっております。

　この他に下記関係会社の銀行借入金に対し保証予

約を行なっております。

バルカーシール(上海)有限公司 1,061百万円 バルカーシール(上海)有限公司 1,255百万円

※３　関係会社に関する注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する内容は、次のとおりであります。

※３　関係会社に関する注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する内容は、次のとおりであります。

受取手形 207百万円

売掛金 599百万円

未収入金 891百万円

支払手形 463百万円

買掛金 1,332百万円

未払金 202百万円

預り金 455百万円

受取手形 15百万円

売掛金 646百万円

未収入金 855百万円

支払手形 655百万円

買掛金 1,596百万円

未払金 115百万円

預り金 346百万円

 ※４　　　　　　　――――――――  ※４　会計期間末日の期末日確定期日現金決済の会計処

理は、満期日に決済が行なわれたものとして処理し

ております。なお、当会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次のとおり期末日確定期日決済分

が会計期間末残高より除かれております。

 　売掛金 193百万円

 　未収入金 11百万円

 　合計  204百万円

 

※５　会社が発行する株式　 普通株式　340,000,000株

発行済株式総数　　　 普通株式　 89,421,668株

 

※５　　　　　　　――――――――

 

※６　自己株式の保有数　　 普通株式　　　286,582株

 

※６　　　　　　　――――――――

※７　配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が788百万

円増加しております。

　なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。

※７　　　　　　　――――――――
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（損益計算書関係）

第106期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第107期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 ※１　他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

内部使用商品 7百万円

見本品 18百万円

計 25百万円

内部使用商品 28百万円

見本品 27百万円

たな卸資産廃棄損 　125百万円

計 180百万円

※２　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

※２　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

当期商品仕入高 10,780百万円

経営指導料 93百万円

固定資産賃貸料 361百万円

当期商品仕入高 10,673百万円

受取配当金 550百万円

固定資産賃貸料 274百万円

※３　　　　　　　―――――――― ※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 機械及び装置 0百万円

土地 1百万円

計 1百万円

※４　固定資産廃棄損の内容は、次のとおりであります。 ※４　固定資産廃棄損の内容は、次のとおりであります。

建物 12百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 3百万円

工具器具及び備品 3百万円

その他 0百万円

計 20百万円

建物 2百万円

構築物 1百万円

機械及び装置 19百万円

車輌及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 10百万円

計 35百万円

※５　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ※５　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

機械及び装置 1百万円 機械及び装置 11百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 11百万円

※６　減損損失の内容は、次のとおりであります。 ※６　減損損失の内容は、次のとおりであります。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
厚木市

賃貸
設備

土地
建物

578
324

石川県
小松市

遊休
不動産等

土地
建物
構築物他

14
23
2

合計 943

(経緯)

　地価の著しい下落及び賃貸料水準の著しい低下に伴

い収益性が著しく低下したため、また、今後の利用計

画も無いため、減損損失を認識いたしました。

(回収可能価額の算定方法)

　厚木市賃貸設備については不動産鑑定評価額により、

小松市遊休不動産等については、正味売却価額により

評価しております。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
厚木市

賃貸
設備

建物他 81

(経緯)

　今後の利用計画が無いために、売買価額まで減損損

失を認識いたしました。　　　　　　　　　　　　

(回収可能価額の算定方法)

　厚木市賃貸設備については、売却価額により評価し

ております。

※７　　　　　　　―――――――― ※７　石綿疾病補償金

　石綿労災認定を受けた当社元従業員及びご遺族に

対する補償金であります。 

※８　一般管理費に含まれている研究開発費は1,067百万

円であります。 

※８　一般管理費に含まれている研究開発費は1,197百万

円であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

第107期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度増加
株式数(千株)

当事業年度減少
株式数(千株)

当事業年度末
株式数(千株)

普通株式 286 46 4 328

合計 286 46 4 328

 (変動事由の概要)

 　　株式数の増加46千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　 株式数の減少４千株は、単元株式の市場への売却による減少であります。

 

（１株当たり情報）

第106期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第107期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 218円89銭

１株当たり当期純利益 13円12銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12円87銭

１株当たり純資産額 233円14銭

１株当たり当期純利益 21円90銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 21円46銭

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
第106期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第107期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

損益計算書上の当期純利益 1,202百万円 1,973百万円

普通株式に係る当期純利益 1,162百万円 1,973百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳   

利益処分による役員賞与金 40百万円 －百万円

普通株主に帰属しない金額 40百万円 －百万円

普通株式の期中平均株式数 88,600,585株 90,132,040株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳
  

　新株引受権 400千株 75千株

　新株予約権 1,310千株 1,764千株

普通株式増加数 1,710千株 1,839千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

――――――――  　　　――――――――
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６．その他
(1）役員の異動

　　①　代表取締役の異動

　　該当事項はありません。

　　②　その他の役員の異動

・新任取締役候補

　　取締役兼専務執行役員　加 藤　 慶 治　（現　専務執行役員）

　　取締役（社外）　　　　長 瀬　　  洋　（現　長瀬産業株式会社　代表取締役社長）

　　　

・退任予定取締役

　　専務取締役　　　　　　林　　  滋 朗

　　取締役（社外）　　　　川 島　 　 実　

 　

 　　③　就任予定日

 　　　　 平成19年６月20日
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(2）生産、受注及び販売の状況

　　①　生産実績

事業部門

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

比較増減
（△印減）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
前年同期比
（％）

プラント・機器関連製品事業 2,771 2,709 △61 △2.2

機能樹脂製品事業 3,451 3,151 △300 △8.7

エラストマー製品事業 7,194 5,475 △1,718 △23.9

自動車関連部品事業 2,414 342 △2,071 △85.8

真空関連製品事業 1,398 1,676 278 19.9

合計 17,230 13,355 △3,874 △22.5

　（注）１　上記の金額は、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

事業部門

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

比較増減
（△印減）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
前年同期比
（％）

プラント・機器関連製品事業 6,121 5,229 △892 △14.6

機能樹脂製品事業 5,827 6,176 348 6.0

エラストマー製品事業 2,143 2,226 82 3.8

自動車関連部品事業 2,604 4,657 2,053 78.9

真空関連製品事業 14 0 △13 △93.3

その他の事業 940 947 6 0.7

合計 17,652 19,238 1,585 9.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　③　受注状況

事業部門

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

比較増減
（△印減）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

プラント・機器関連製品事業 12,910 846 14,227 1,040 1,317 193

機能樹脂製品事業 11,188 1,152 11,406 1,260 217 108

エラストマー製品事業 9,741 839 10,951 1,071 1,210 232

自動車関連部品事業 5,456 126 5,290 148 △166 22

真空関連製品事業 1,482 251 1,906 237 424 △14

その他の事業 1,045 42 1,233 82 187 39

合計 41,825 3,259 45,016 3,841 3,191 582

　（注）　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

事業部門

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

比較増減
（△印減）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
前年同期比
（％）

プラント・機器関連製品事業 12,684 14,034 1,350 10.6

機能樹脂製品事業 10,877 11,297 419 3.9

エラストマー製品事業 9,675 10,719 1,044 10.8

自動車関連部品事業 5,483 5,267 △215 △3.9

真空関連製品事業 1,503 1,921 418 27.8

その他の事業 1,070 1,193 123 11.5

合計 41,293 44,433 3,139 7.6

　（注）　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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