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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 27,404 7.9 1,474 △4.9 1,447 △8.2 827 △6.7

18年９月中間期 25,404 8.2 1,551 19.6 1,575 13.8 887 21.1

19年３月期 51,848 － 2,948 － 3,082 － 1,778 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 48 22 48 12

18年９月中間期 51 79 51 59

19年３月期 103 76 103 38

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △13百万円 18年９月中間期 △8百万円 19年３月期 △19百万円

(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９月中間期 49,187 23,376 44.9 1,287 27

18年９月中間期 46,540 21,130 43.0 1,166 90

19年３月期 47,232 22,230 44.4 1,222 56

（参考）自己資本 19年９月中間期 22,097百万円 18年９月中間期 20,004百万円 19年３月期 20,986百万円

(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９月中間期 2,469 △2,297 △294 5,153

18年９月中間期 2,596 △3,028 1,535 5,666

19年３月期 4,814 △4,562 198 5,152

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 10 00 10 00 20 00

20年３月期 10 00 －
20 00

20年３月期（予想） － 10 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 54,000 4.1 2,950 0.0 3,000 △2.7 1,700 △4.4 99 03
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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）　無

      

(2）中間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（中間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、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 17,609,130株 18年９月中間期 17,609,130株 19年３月期 17,609,130株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 442,830株 18年９月中間期 465,488株 19年３月期 442,720株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 16,265 3.0 445 △33.2 652 △18.5 372 △14.6

18年９月中間期 15,792 4.3 666 6.6 801 3.1 436 4.6

19年３月期 32,069 － 1,345 － 1,756 － 625 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 21 69

18年９月中間期 25 45

19年３月期 36 51

(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９月中間期 33,671 17,912 53.2 1,043 43

18年９月中間期 33,763 17,840 52.8 1,040 62

19年３月期 33,179 17,722 53.4 1,032 41

（参考）自己資本 19年９月中間期 17,911百万円 18年９月中間期 17,840百万円 19年３月期 17,722百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 32,800 2.3 1,250 △7.1 1,650 △6.0 900 43.8 52 43

※　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き作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

　なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間における我が国経済は、景気拡大が踊り場的様相を呈する中、輸出の牽引による企業業績に支

えられて堅調を維持しました。しかしながら、引き続き原油価格や原材料価格の上昇、米国のサブプライムローン問

題に端を発する金融市場の混乱などが影を落としている状況です。

  当社グループの主要顧客先である自動車業界においては、トラックの国内生産が減速した一方で、乗用車とバスが

内需の伸び悩みを輸出でカバーし、生産台数を伸ばしました。また海外においては、世界主要市場における現地生産

の伸びを受け、引き続き順調な推移を示しております。

  このような情勢の中、防振機能製品やシール機能製品を中心に、当社商品群の受注は順調に推移し、グループの売

上高は前年同期比を7.9％上回る274億４百万円となりました。損益面では、営業利益が材料費や労務費などの増加に

よって前年同期比4.9％減の14億74百万円、経常利益が支払利息などの増加によって同8.2％減の14億47百万円となり、

中間純利益が同6.7％減の８億27百万円となっております。

 セグメント別の営業概況は次の通りであります。

①事業の種類別セグメントの業績

工業用ゴム製品

  大型トラックメーカーからの受注に加え、乗用車メーカー向の新製品獲得により、防振機能製品の売上が大幅に増

加したことにより、工業用ゴム製品の売上高は前年同期比8.5％増の235億32百万円となりましたが、損益面におきま

しては、材料費や労務費の増加により、営業利益は前年同期比1.2％減の13億56百万円となりました。

その他

  建設機械向けの金属加工製品の受注増により、売上高は前年同期比4.4％増の39億14百万円となりましたが、営業利

益は労務費や経費の増加により前年同期比33.4％減の１億19百万円となりました。

② 所在地別セグメントの業績

日本

  防振機能製品、建設機械向けの金属加工製品の受注増により、売上高は前年同期比3.7％増の209億６百万円となり

ましたが、営業利益は材料費や労務費の増加により前年同期比31.1％減の７億円となりました。

アジア等

  韓国やタイにおける防振機能製品の拡販により、売上高は前年同期比22.4％増の77億85百万円、営業利益は前年同

期比51.2％増の５億75百万円となりました。

 

　通期の見通しにつきましては概ね順調な進捗に鑑み、平成19年５月９日発表の数字を変更しておりません。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

資産

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて５億63百万円増加し、240億７百万円となりました。これは主として受取手

形及び売掛金が86百万円、たな卸資産が３億54百万円増加したことによるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて13億91百万円増加し、251億80百万円となりました。

　この結果、総資産は491億87百万円となり、前連結会計年度末に比べて19億55百万円増加いたしました。

負債

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて７億32百万円増加し、209億32百万円となりました。これは主として支払手

形及び買掛金が５億56百万円、未払金が３億78百万円増加したことによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて76百万円増加し、48億77百万円となりました。

　この結果、負債合計は258億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億８百万円増加いたしました。

純資産

　少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ11億46百万円増加し233億76百万円となりました。これは

主として中間純利益８億27百万円によるものであります。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の44.4％か

ら44.9％となりました。

②キャッシュ・フローの概況　

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末とほぼ同額の51

億53百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は24億69百万円（前年同期比１億26百万円減）となりました。これは主に税金等調整

前中間純利益14億70百万円と、減価償却費15億15百万円、仕入債務の増加４億17百万円等による資金増加と、たな卸

資産の増加２億68百万円、法人税等の支払額６億54百万円等の資金の減少によるものであります。

（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資金は22億97百万円（前年同期比７億31百万円減）となりました。これは主に生産設備増

強のため有形固定資産の取得が23億57百万円あったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は２億94百万円となりました。これは主に配当金の支払額１億71百万円によるもので

す。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 45.7 44.0 44.5 44.4 44.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
49.1 43.1 56.5 50.2 34.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
1.9 5.6 2.0 2.0 2.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
27.5 10.7 23.6 17.7 18.3

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

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

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結（中間連結）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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　配当政策については、株主資本の充実と恒常的な収益力確保によって、株主や投資家の皆様への利益還元並びに配

当水準の維持を図ることを基本方針としております。業績等を勘案しながら、第一に配当の安定的な推移に配慮する

とともに、さらなる事業展開と競争力強化のために内部留保を確保し、研究開発、人材育成、各事業基盤の強化など

の投資原資として有効活用を図ってまいります。

(4）事業等のリスク

  以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記

載しております。

  なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末において当社グループが判断したものでありま

す。

①国内及び海外の経済状況の変化

  日本国内及び海外展開先の経済状況の変化によって、当社グループの業績と財務状況が影響を被る可能性がありま

す。

②自動車産業への依存

  当社グループは、自動車メーカーや１次部品メーカーに対する売上が多数を占め、自動車産業に大きく依存した状

況にあり、自動車産業の景況の変化によって当社グループの業績と財務状況が影響を被る可能性があります。

③海外事業の拡大

  当社グループは、従来より積極的に海外への事業拡大を図っておりますが、進出した地域の固有の事情、あるいは

各国の体制や法律の変化等によって計画に支障をきたした場合には、当社グループの業績と財務状況が影響を被る可

能性があります。
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④戦略的提携と合弁事業

  当社グループが推進する戦略的提携や合弁事業は、パートナーの経営方針や経営環境の変化によって維持できなく

なる場合があり、そのことによって当社グループの業績と財務状況が影響を被る可能性があります。

⑤原材料および部品の外部業者への依存

  当社グループは多数の外部の取引先から原材料及び部品を購入しており、原材料の高騰などによって当社グループ

の業績と財務状況が影響を被る可能性があります。

⑥為替変動

  当社グループは海外に多くの取引先や提携先を持ち、事業所を展開しておりますため、為替レートの変動によって

当社グループの連結業績が影響を被る可能性があります。

⑦知的財産の保護

  当社グループは長年にわたり、自社製品に関連する多数の特許及び商標を保有しております。このような知的財産

が広範囲にわたって保護できない場合、あるいは不当に侵害された場合には、事業活動が影響を被る可能性がありま

す。

⑧製造物責任

  大規模なリコールや製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、当社グループの業績と財務状況に重大な影響

を及ぼす可能性があります。

⑨環境規制

  自動車部品業界は広範囲な環境その他の法的規制に服しております。そのため、これらの規制を遵守するための費

用が当社グループの事業にとって重大な金額となる可能性もあります。

⑩災害・戦争・テロ・ストライキ等の影響

  当社グループはグローバルに事業を展開しており、自然災害、伝染病、戦争、テロ、ストライキ等の事象が発生し

た地域においては、原材料や部品の購入、生産、製品の販売および物流などに遅延や停止が生じる可能性があります。

そのような場合には、当社グループの業績と財務状況が影響を被る可能性があります。

⑪ストックオプション

  当社はストックオプション制度を導入し、役員及び従業員の会社業績の向上に対する意欲や士気を高めることを目

的として、新株予約権を付与しております。これらの新株予約権が行使され新株が発行された場合には、当社の１株

当りの株式価値は希薄化する可能性があります。また、行使時の株価次第では短期的な需給バランスの変動が発生し、

株価形成に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業の内容」に記載した事業の系統図及び「関係会社の

状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループはコーポレート・スローガンである『 Yes，We Do 』の精神に基づき、お客様の要請に応えることが

即ち社会の要請に応えることであると考え、厳しい競争環境に直面しながらも、自動車関連を中心としたさまざまな

分野において高品質製品をグローバルに供給しつづけることにより、業界内に独自の地位を築いております。今後も

「 SAFETY & AMENITY FOR THE FUTURE 」の理念の下、成長性・収益性・安定性のバランスを保ちながら、常にお客様

や株主、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーのために企業価値を高め続けることを目指すとともに、上

場企業としてあらゆる社会的責任を果たすべく継続的に努力してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループでは、平成17年度より４ヵ年の中期経営計画において、売上高500億円以上、経常利益率８％以上を目

標としており、売上高500億円以上については平成18年度に目標を達成いたしました。引き続きこの達成と維持に向け

て事業活動に取り組んでまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題

  当社グループの主要顧客である自動車業界は自動車メーカー、部品メーカーともに全世界的規模で事業を展開し、

最適地生産、最適地調達の急速な流れの中で活発に競争を繰り広げております。このような環境と内外の諸情勢に対

応するため、独立系として発展してきた当社グループは「強い商品を世界に展開する」という方針に基いて、戦略商

品の充実を図るとともに海外拠点を整備し、本部制を軸に本社機能を強化するなど、グローバル企業としての体制拡

充に注力してきました。

  近年は成長著しい中国に注目し、上海、東莞、青島、貴州と集中的に工場を整備しました。同時に、販売拠点とし

て上海および北京に事務所を擁するフコク（上海）貿易有限公司や米国デトロイト営業所を開設するなど、米中２カ

国における営業力強化を進めております。さらに今年はタイのコラート工場が稼動を開始し、群馬の新工場が竣工す

るなど、グローバルな生産体制の再編・拡充に着手しております。

  企業収益の源泉となる商品群の開発においては材料と工法を工夫し、市場のニーズへの対応を図りつつ付加価値を

高め、顧客サービスにおいては品質と迅速性を優先課題とし、一層の競争力強化と業績の向上に努めたいと考えてお

ります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

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）
構成比
（％）

金額
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 6,385 5,842 5,841 0

２　受取手形及び売掛金  ※４ 13,094 13,885 13,799 86

３　たな卸資産 2,723 3,198 2,844 354

４　前払費用 116 146 100 45

５　未収入金 374 377 341 36

６　繰延税金資産 298 334 371 △37

７　その他 137 246 166 79

　　貸倒引当金 △19 △24 △22 △2

流動資産合計 23,109 49.7 24,007 48.8 23,443 49.6 563

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※1,2

(１)建物及び構築物 5,017 5,787 4,999 788

(２)機械装置及び運搬
具

9,396 10,013 10,009 4

(３)土地 5,917 6,101 5,980 120

(４)建設仮勘定 434 829 559 269

(５)その他 1,023 1,108 955 153

有形固定資産計 21,788 46.8 23,840 48.5 22,504 47.7 1,336

２　無形固定資産 17 0.0 44 0.1 18 0.0 25

３　投資その他の資産

(１)投資有価証券  1,112 709 719 △10

(２)長期貸付金 1 0 0 △0

(３)長期前払費用 34 46 36 10

(４)保険積立金 261 252 272 △19

(５)繰延税金資産 40 49 42 6

(６)その他 245 305 262 42

　　貸倒引当金 △69 △67 △67 －

投資その他の資産計 1,625 3.5 1,296 2.6 1,266 2.7 29

固定資産合計 23,431 50.3 25,180 51.2 23,789 50.4 1,391

資産合計 46,540 100.0 49,187 100.0 47,232 100.0 1,955
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前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

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）
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 ※４ 9,437 10,428 9,871 556

２　短期借入金 ※２ 6,079 6,179 6,004 175

３　一年以内償還予定社
債

64 64 64 －

４　未払金 1,485 2,176 1,797 378

５　未払法人税等 499 399 692 △293

６　未払消費税等 78 81 76 4

７　未払費用 424 485 431 54

８　賞与引当金 684 728 700 27

９　設備関係支払手形  ※４ 691 183 388 △205

　10　その他 163 205 173 32

流動負債合計 19,609 42.1 20,932 42.6 20,200 42.8 732

Ⅱ　固定負債

１　社債 74 10 42 △32

２　長期借入金 ※２ 4,589 3,514 3,655 △140

３　退職給付引当金 354 455 396 59

４　役員退職慰労引当金 430 384 458 △73

５　負ののれん 48 81 7 73

６　繰延税金負債 299 430 239 190

７　その他 5 0 1 △0

固定負債合計 5,800 12.5 4,877 9.9 4,801 10.1 76

負債合計 25,409 54.6 25,810 52.5 25,002 52.9 808

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 1,395 3.0 1,395 2.8 1,395 3.0 －

２　資本剰余金 1,555 3.3 1,563 3.2 1,563 3.3 －

３　利益剰余金 17,049 36.6 18,425 37.5 17,769 37.6 656

４　自己株式 △248 △0.5 △236 △0.5 △236 △0.5 △0

　　株主資本合計 19,752 42.4 21,148 43.0 20,492 43.4 655

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
差額金

462 1.0 286 0.6 298 0.6 △12

　２　為替換算調整勘定 △210 △0.4 663 1.3 195 0.4 467

　　評価・換算差額等合計 252 0.6 949 1.9 494 1.0 454

Ⅲ　新株予約権 － － 0 0.0 － － 0

Ⅳ　少数株主持分 1,126 2.4 1,278 2.6 1,243 2.7 34

　　純資産合計 21,130 45.4 23,376 47.5 22,230 47.1 1,146

負債純資産合計 46,540 100.0 49,187 100.0 47,232 100 1,955
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

増減

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(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） 百分比

（％） 金額（百万円） 百分比
（％）

金額
(百万円) 金額（百万円） 百分比

（％）

Ⅰ　売上高 25,404 100.0 27,404 100.0 2,000 51,848 100.0

Ⅱ　売上原価 20,511 80.7 22,399 81.7 1,888 42,222 81.4

売上総利益 4,892 19.3 5,004 18.3 112 9,626 18.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　給料 1,251 1,292  2,708

２　運賃 418 429  859

３　減価償却費 157 162  329

４　役員退職慰労引当金
繰入額 23 20  57

５　賞与引当金繰入額 272 274  281

６　その他 1,218 3,341 13.2 1,350 3,529 12.9 188 2,442 6,677 12.9

営業利益 1,551 6.1 1,474 5.4 △76 2,948 5.7

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 8 14  30

２　受取配当金 5 4  10

３　ロイヤルティ収入 5 8  16

４　負ののれん償却額 40 8  80

５　為替差益 － －  34

６　その他 105 165 0.7 118 155 0.6 △9 246 418 0.8

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 115 133  238

２　為替差損 5 11  －

３　その他 19 140 0.6 37 182 0.7 42 45 284 0.6

経常利益 1,575 6.2 1,447 5.3 △128 3,082 5.9

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※１ 6 7  33

２　投資有価証券売却益 0 24  222

３　貸倒引当金戻入額 2 －  －

４　積立保険返戻金 － 9 0.0 18 50 0.1 40 － 256 0.5

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却損 ※２ 7 5  11

２　固定資産除却損 ※３ 14 21  116

３　ゴルフ会員権評価損  14 35 0.1 － 27 0.1 △8 14 142 0.2

税金等調整前
中間（当期）純利益 1,549 6.1 1,470 5.3 △79 3,195 6.2

法人税、住民税
及び事業税 520 351  1,273

法人税等調整額 107 628 2.5 229 581 2.1 △46 77 1,351 2.6

少数株主利益 34 0.1 61 0.2 27 65 0.2

中間（当期）純利益 887 3.5 827 3.0 △59 1,778 3.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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）
1,395 1,553 16,409 △255 19,102

 中間連結会計期間中の変動額      

 　剰余金の配当（注）   △171  △171

 　役員賞与(注）   △75  △75

 　中間純利益   887  887

 　自己株式の取得    △0 △0

 　自己株式の処分  2  7 9

 株主資本以外の項目の中間連

 結期間中の変動額（純額）
     

 中間連結会計期間中の変動額 

 合計(百万円）
－ 2 640 7 650

 平成18年９月30日残高

（百万円）
1,395 1,555 17,049 △248 19,752

 評価・換算差額等

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

 平成18年３月31日残高

（百万円）
524 △322 1,064 20,368

 中間連結会計期間中の変動額     

 　剰余金の配当（注）    △171

 　役員賞与(注）    △75

 　中間純利益    887

 　自己株式の取得    △0

 　自己株式の処分    9

 株主資本以外の項目の中間連　

 結期間中の変動額（純額）
△61 111 61 111

 中間連結会計期間中の変動額

 合計（百万円）
△61 111 61 762

 平成18年９月30日残高

（百万円）
462 △210 1,126 21,130

 (注）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。
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 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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19年３月31日残高

（百万円）
1,395 1,563 17,769 △236 20,492

 中間連結会計期間中の変動額      

 　剰余金の配当   △171  △171

 　中間純利益   827  827

 　自己株式の取得    △0 △0

 株主資本以外の項目の中間連

 結期間中の変動額（純額）
     

 中間連結会計期間中の変動額 

 合計(百万円）
－ － 656 △0 655

 平成19年９月30日残高

（百万円）
1,395 1,563 18,425 △236 21,148

 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

 平成19年３月31日残高

（百万円）
298 195 － 1,243 22,230

 中間連結会計期間中の変動額      

 　剰余金の配当     △171

 　中間純利益     827

 　自己株式の取得     △0

 株主資本以外の項目の中間連　

 結期間中の変動額（純額）
△12 467 0 34 490

 中間連結会計期間中の変動額

 合計（百万円）
△12 467 0 34 1,146

 平成19年９月30日残高

（百万円）
286 663 0 1,278 23,376
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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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）
1,395 1,553 16,409 △255 19,102

 連結会計年度中の変動額

   剰余金の配当（注）   △171  △171

   剰余金の配当   △171  △171

   役員賞与（注）   △75  △75

   当期純利益   1,778  1,778

   自己株式の取得    △0 △0

   自己株式の処分  10  19 30

 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）
－ 10 1,360 19 1,390

 平成19年３月31日残高

（百万円）
1,395 1,563 17,769 △236 20,492

評価・換算差額等

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

 平成18年３月31日残高

（百万円）
524 △322 1,064 20,368

 連結会計年度中の変動額

  剰余金の配当（注）    △171

  剰余金の配当    △171

  役員賞与（注）    △75

  当期純利益    1,778

  自己株式の取得    △0

  自己株式の処分    30

 株主資本以外の項目の連結会

 計年度中の変動額（純額）
△225 518 179 471

 連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△225 518 179 1,861

 平成19年３月31日残高

（百万円）
298 195 1,243 22,230

 （注）定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(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） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 1,549 1,470 3,195

減価償却費 1,344 1,515 2,865

負ののれん償却額 △40 △8 △80

貸倒引当金の増減額 △1 1 △2

賞与引当金の増減額 13 24 28

退職給付引当金の増減額 △1 49 27

役員退職慰労引当金の増減額 23 △73 52

受取利息及び受取配当金 △14 △18 △40

支払利息 115 133 238

持分法投資損益 8 13 19

投資有価証券売却損益 △0 △24 △222

ゴルフ会員権評価損 14 － －

為替差損益 △2 △18 △11

役員賞与の支払額 △76 － △76

有形固定資産売却損益 0 △1 △21

有形固定資産除却損 14 21 116

売上債権の増減額 △357 98 △907

たな卸資産の増減額 13 △268 △31

仕入債務の増減額 824 417 1,146

その他の負債の増減額 189 112 175

その他 19 △200 60

小計 3,635 3,243 6,532

利息及び配当金の受取額 14 15 40

利息の支払額 △136 △134 △271

法人税等の支払額 △917 △654 △1,487

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,596 2,469 4,814
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(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） 金額（百万円）

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 △0 △0 △0

定期預金の払戻による収入 － － 30

長期前払費用にかかる支出 △41 － －

有形固定資産の取得による支出 △3,012 △2,357 △4,935

有形固定資産の売却による収入 26 65 79

無形固定資産の取得による支出 △0 △21 －

投資有価証券の取得による支出 △2 △27 △4

投資有価証券の売却による収入 1 28 340

貸付けによる支出 △0 － △2

貸付金の回収による収入 0 0 3

その他投資による支出 △17 － －

その他投資の回収収入 18 － －

その他 － 15 △73

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,028 △2,297 △4,562

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 4,588 1,137 9,507

短期借入金の返済による支出 △4,113 △854 △8,980

長期借入れによる収入 2,406 800 2,507

長期借入金の返済による支出 △1,142 △1,161 △2,450

社債の償還による支出 △32 △32 △64

配当金の支払額 △171 △171 △342

自己株式の売却による収入 9 － 30

自己株式の取得による支出 △0 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △8 △12 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,535 △294 198

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 31 122 170

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 1,134 0 620

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,531 5,152 4,531

Ⅶ　現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
 ※ 5,666 5,153 5,152
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(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

  連結子会社は末吉工業株式会社、

株式会社東京ゴム製作所、ポリマ－

技研工業株式会社、韓国フコク株式

会社、富原産業株式会社、タイフコ

ク株式会社、サイアムフコク株式会

社、株式会社フコク東海ゴムインド

ネシア、上海フコク有限公司、フコ

クゴム(上海)有限公司、東莞フコク

有限公司、青島フコク有限公司、フ

コク（上海）貿易有限公司及びフコ

クアメリカインクの14社であります。

１．連結の範囲に関する事項

  同左

１．連結の範囲に関する事項

　 同左

２．持分法の適用に関する事項

　関連会社であるＣＦフコクルクセ

ンブルクＳ.Ａ.、貴州ＣＦＡゴンマ

有限公司の２社であります。

２．持分法の適用に関する事項

　同左

２．持分法の適用に関する事項

 同左

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社末吉工業株式会社、ポ

リマ－技研工業株式会社、韓国フコ

ク株式会社、富原産業株式会社、タ

イフコク株式会社、サイアムフコク

株式会社、株式会社フコク東海ゴム

インドネシア、上海フコク有限公司、

フコクゴム(上海)有限公司、東莞フ

コク有限公司、青島フコク有限公司、

フコク（上海）貿易有限公司、フコ

クアメリカインクの中間決算日は平

成18年６月30日であり、株式会社東

京ゴム製作所の中間決算日は、平成

18年８月31日であります。

  中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。

　ただし、連結子会社各社の中間決

算日以降から中間連結決算日平成18

年９月30日までの期間に発生した重

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．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社末吉工業株式会社、ポ

リマ－技研工業株式会社、韓国フコ

ク株式会社、富原産業株式会社、タ

イフコク株式会社、サイアムフコク

株式会社、株式会社フコク東海ゴム

インドネシア、上海フコク有限公司、

フコクゴム(上海)有限公司、東莞フ

コク有限公司、青島フコク有限公司、

フコク（上海）貿易有限公司、フコ

クアメリカインクの中間決算日は平

成19年６月30日であり、株式会社東

京ゴム製作所の中間決算日は、平成

19年８月31日であります。

  中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。

　ただし、連結子会社各社の中間決

算日以降から中間連結決算日平成19

年９月30日までの期間に発生した重

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

連結子会社末吉工業株式会社、ポ

リマー技研工業株式会社、韓国フコ

ク株式会社、富原産業株式会社、タ

イフコク株式会社、サイアムフコク

株式会社、株式会社フコク東海ゴム

インドネシア、上海フコク有限公司、

フコクゴム(上海)有限公司、東莞フ

コク有限公司、青島フコク有限公司、

フコク(上海)貿易有限公司及びフコ

クアメリカインクの決算日は、平成

18年12月31日であり、株式会社東京

ゴム製作所の決算日は、平成19年２

月28日であります。連結財務諸表の

作成に当たっては、同決算日現在の

財務諸表を使用しております。

　ただし、連結子会社各社の決算日

以降連結決算日平成19年３月31日ま

での期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評

  価方法

 1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均

法により算定）

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

　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

　決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は総平均法に

より算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

　同左

時価のないもの

　同左
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

 2) たな卸資産

製品、原材料、仕掛品

主として総平均法による

原価法

 2) たな卸資産

製品、原材料、仕掛品

　同左

 2) たな卸資産

製品、原材料、仕掛品

　同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

　同左

貯蔵品

　同左

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(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

当社及び国内連結子会社は定

率法を、また、在外連結子会社

は当該国の会計基準の規定に基

づき主として定額法を採用して

おります。

ただし、当社及び国内連結子

会社は平成10年4月1日以降に取

得した建物（附属設備を除く）

は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下

の通りであります。

　建物及び構築物

18～45年

　機械装置及び運搬具

5～14年

1) 有形固定資産

　同左

1) 有形固定資産

　同左

 

 

（会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変

更しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

がそれぞれ19百万円減少してお

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。 

 

 

 

 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、

法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

がそれぞれ58百万円減少してお

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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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

  2) 無形固定資産

当社及び国内連結子会社は定

額法を採用し、在外連結子会社

は所在地国の会計基準に基づく

定額法を採用しております。

 2) 無形固定資産

当社及び国内連結子会社は定

額法を採用し、在外連結子会社

は所在地国の会計基準に基づく

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。

2) 無形固定資産

当社及び国内連結子会社は定

額法を採用し、在外連結子会社

は所在地国の会計基準に基づく

定額法を採用しております。　

(3)重要な引当金の計上基準

 1) 貸倒引当金

売掛金等債権の貸倒による損

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

(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

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

 2) 賞与引当金

　同左

 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、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。なお、数理計算上の差異は、

各連結会計期間において全額を

一括して費用処理しております。

 3) 退職給付引当金

　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。なお、数

理計算上の差異については、当連

結会計年度において全額を一括し

て費用処理しております。

 4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、主として内規に基づ

く中間期末要支給見積額を引当

計上しております。

 4) 役員退職慰労引当金

　同左

 4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、主として内規に基づ

く期末要支給見積額を引当計上

しております。

(4)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。

(4)重要なリース取引の処理方法

　同左

(4)重要なリース取引の処理方法

　同左

(5)重要なヘッジ会計の方法

1)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法

原則として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、特例処理の条

件を充たしている場合には特例

処理を採用しております。

(5)重要なヘッジ会計の方法

1)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法

　同左

(5)重要なヘッジ会計の方法

1)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法

　同左
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引

（金利スワップ取引）

2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　同左

2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　同左

ヘッジ対象

　相場変動等による損失の可能

性があり、相場変動等が評価に

反映されていないもの及び

キャッシュ・フローが固定され

その変動が回避されるもの

ヘッジ対象

　同左

ヘッジ対象

　同左

  3)ヘッジ方針

　当社グループのデリバティブ

取引は、将来の為替、金利の変

動によるリスク回避を目的とし

ており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

  3)ヘッジ方針

　同左

3)ヘッジ方針

　同左

  4)ヘッジ有効性評価の方法

　　金利スワップについては、特

例処理のため有効性の評価を省

略しております。

  4)ヘッジ有効性評価の方法

　同左

4)ヘッジ有効性評価の方法

　同左

  5)取引にかかるリスク管理体制

　当社グループでは、デリバ

ティブ取引の執行、管理につい

ては、取引権限及び取引限度額

を定めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の承認

を得て行っております。

  5)取引にかかるリスク管理体制

　同左

5)取引にかかるリスク管理体制

　同左

(6)その他中間連結財務諸表作成

   のための基本となる重要な事項

 1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(6)その他中間連結財務諸表作成

   のための基本となる重要な事項

 1）消費税等の会計処理

　同左

 2）中間連結会計期間に係る納付

    税額及び法人税等調整額

　当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定し

ている圧縮積立金の取崩を前提

として、当中間連結会計期間に

係る金額を計算しております。

(6)その他連結財務諸表作成のため

 の基本となる重要な事項

1）消費税等の会計処理

　同左

５．中間連結キャッシュ・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か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　同左
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中間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

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

　（役員賞与に関する会計基準） ―――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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

税金等調整前中間純利益はそれぞれ39

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。

　

　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はそれぞれ62

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。 

　（貸借対照表の純資産の部の表示　

　に関する会計基準）
　　――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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20,004百万円であります。な

お、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の中間連結財務諸表規則に

より作成しております。

　

　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20,986百万円であります。

　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。 
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 （中間連結貸借対照表） ――――――

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負のの

れん」と表示しております。

 

 （中間連結損益計算書）  ――――――

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から、

「負ののれん償却額」と表示しております。

 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）  ――――――

 　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から、

「負ののれん償却額」と表示しております。

 　

 　 ――――――  （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 　

  前中間連結会計期間において、Ⅱ 投資活動によるキャッ

シュ・フローの「長期前払費用にかかる支出」、「その他投

資による支出」、「その他投資の回収収入」として掲記され

ていたものは、金額的重要性が乏しくなったため、当中間連

結会計期間から、「その他」に含めて表示しております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「長期前払費用にかかる支出」は△15百万円、「その他投資

による支出」は△27百万円、「その他投資の回収収入」は58

百万円であります。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

34,194百万円 36,631百万円 35,124百万円

※２ 担保に供している資産並びに担

保付き債務は次のとおりであり

ます。

※２ 担保に供している資産並びに担

保付き債務は次のとおりであり

ます。

※２ 担保に供している資産並びに担

保付き債務は次のとおりであり

ます。

担保資産   百万円

建物及び構築物 507 (12)

機械装置及び

運搬具
12 (12)

土地 1,037 (98)

合計 1,557 (122)

担保資産 　百万円

建物及び構築物 516 (11)

機械装置及び

運搬具
9 (9)

土地 1,057 (98)

合計 1,583 (118)

担保資産 　百万円

建物及び構築物 519 (12)

機械装置及び

運搬具
12 (12)

土地 1,049 (98)

合計 1,580 (122)

担保付債務 　百万円

短期借入金 963 (358)

長期借入金 1,870 (341)

合計 2,833 (700)

担保付債務 　百万円

短期借入金 1,578 (444)

長期借入金 792 (255)

合計 2,371 (700)

担保付債務 　百万円

短期借入金 1,042 (472)

長期借入金 1,731 (227)

合計 2,773 (700)

上記のうち（　）内書は工場財

団根抵当権並びに当該債務を示

しております。

上記のうち（　）内書は工場財

団根抵当権並びに当該債務を示

しております。

上記のうち（　）内書は工場財

団根抵当権並びに当該債務を示

しております。

 ３ 受取手形裏書

    譲渡高
15 百万円

 ３ 受取手形裏書

    譲渡高
23 百万円

３ 受取手形割引高 99 百万円

　 受取手形裏書

   譲渡高
22 百万円
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※４ 中間連結会計期間末日満期手形

　手形交換日をもって決済処理

をしております。なお、当中間

連結会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期手形が中

間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

※４ 中間連結会計期間末日満期手形

　手形交換日をもって決済処理

をしております。なお、当中間

連結会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期手形が中

間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

※４ 連結会計年度末日満期手形

　手形交換日をもって決済処理

をしております。なお、当連結

会計年度の末日は金融機関の休

日であったため、次の連結会計

年度末日満期手形が当連結会計

年度末残高に含まれております。

百万円

受取手形 89

支払手形 126

設備関係支払手形 24

 

百万円

受取手形 84

支払手形 97

設備関係支払手形 1

 

百万円

受取手形 81

支払手形 164

設備関係支払手形 77

 

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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訳

機械装置及び運搬具     0百万円

土地　　　 　　　　　　0百万円

その他　　　　　　　　 5百万円

※１　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具     6百万円

その他　　　　　　　   1百万円

※１　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具　  13百万円

土地　　　　　　　　　 0百万円

その他　　　          19百万円

※２　固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具  　 6百万円

その他　　　　　　　   0百万円

※２　固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具     0百万円

土地　　　　　　　　　 4百万円

※２　固定資産売却損の内訳

建物及び構築物　　　　 0百万円

機械装置及び運搬具　  10百万円

その他　　　　　　　   1百万円

※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物　　　   0百万円

機械装置及び運搬具  　11百万円

その他　　　　　　　 　2百万円

※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物　　　   0百万円

機械装置及び運搬具    16百万円

その他　　　　　　　   4百万円

※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物　　　   8百万円

機械装置及び運搬具    97百万円

その他　　　　　　　  10百万円

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 17,609 － － 17,609

合計 17,609 － － 17,609

自己株式

普通株式(注） 479 0 14 465

合計 479 0 14 465

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少14千株はストック

       オプションの行使に伴う減少であります。
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２．配当に関する事項

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29日

定時株主総会
普通株式 171 10 平成18年３月31日 平成18年６月29日

基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（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18年11月7日

取締役会
普通株式 171 利益剰余金 10 平成18年９月30日 平成18年12月14日

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 17,609 － － 17,609

合計 17,609 － － 17,609

自己株式

普通株式(注） 442 0 － 442

合計 442 0 － 442

 （注）自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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（株） 当中間連結

会計期間末

残高

（百万円）

前連結会計

　年度末 

当中間連結

会計期間

増加 

当中間連結

会計期間

減少 

当中間連結

会計期間末 

 提出会社 ストックオプションとし

ての新株予約権
 －  －  －  －  － 0

 合計  －  －  －  －  － 0

３．配当に関する事項

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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 171 10 平成19年３月31日 平成19年６月29日

基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（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11月6日

取締役会
普通株式 171 利益剰余金 10 平成19年９月30日 平成19年12月14日

株式会社フコク（5185）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 22 －



前連結会計年度（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 17,609 － － 17,609

合計 17,609 － － 17,609

自己株式

普通株式(注） 479 0 37 442

合計 479 0 37 442

 （注）自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少37千株はストックオプション

　　　 の行使に伴う減少であります。

２．配当に関する事項

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29日

定時株主総会
普通株式 171 10 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月7日

取締役会
普通株式 171 10 平成18年９月30日 平成18年12月14日

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28日

定時株主総会
普通株式 171 利益剰余金 10 平成19年３月31日 平成19年6月29日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲載されてい

る科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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

（平成18年９月30日現在）

百万円

（平成19年９月30日現在）

百万円

（平成19年３月31日現在）

百万円

現金及び預金勘定 6,385

預入期間が３か月を超

える定期預金
△718

現金及び現金同等物 5,666

現金及び預金勘定 5,842

預入期間が３か月を超

える定期預金
△688

現金及び現金同等物 5,153

現金及び預金勘定 5,841

預入期間が３か月を超

える定期預金
△688

現金及び現金同等物 5,152
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  （リース取引関係）

　中間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。

（有価証券関係）

前中間連結会計期間

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 252 966 714

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 252 966 714

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処

理を行っております。 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 124

非上場外国債券 20

当中間連結会計期間

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 154 589 435

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 154 589 435

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処

理を行っております。 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 1

非上場外国債券 1
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前連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度（平成19年３月31日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1)株式 157 597 440

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 157 597 440

（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30%以上下落している場合には、全て減損処理を

      　行っております。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理を行った株式はありません。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

前連結会計年度（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 1

非上場外国債券 1

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間　（自　平成18年４月１日　　至　平成18年９月30日）

当社グループの利用しているデリバティブ取引にはヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

　当中間連結会計期間　（自　平成19年４月１日　　至　平成19年９月30日）

当社グループの利用しているデリバティブ取引にはヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

　前連結会計年度　　　（自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日）

当社グループの利用しているデリバティブ取引にはヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

 　   中間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。

株式会社フコク（5185）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 25 －



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

工業用ゴム製品

（百万円）

その他

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 21,680 3,723 25,404 － 25,404

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
6 27 33 (33) －

計 21,687 3,750 25,438 (33) 25,404

営業費用 20,314 3,572 23,886 (33) 23,852

営業利益 1,372 178 1,551 (0) 1,551

 （注）当中間連結会計期間より役員賞与に関する会計基準を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と

　　　 比較して、営業費用は、工業用ゴム製品事業が33百万円、その他事業が5百万円増加し、営業利益はそれぞれ同　

　　　 額減少しております。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

工業用ゴム製品

（百万円）

その他

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 23,526 3,878 27,404 － 27,404

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
6 36 43 (43) －

計 23,532 3,914 27,447 (43) 27,404

営業費用 22,176 3,795 25,972 (42) 25,929

営業利益 1,356 119 1,475 (0) 1,474

  （注）１. 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、平成19年４月１日以降取得の有形

　　　　　  固定資産については、改正後の法人税法の減価償却方法を採用しております。この結果、従来の方法によ

　　　　　  った場合と比較して、営業費用は、工業用ゴム製品事業が16百万円、その他事業が３百万円増加し、営業　

　　　　　　利益はそれぞれ同額減少しております。

   　 　２. 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した

　　　　　　有形固定資産については、改正後の法人税法の減価償却方法を採用しております。この結果、従来の方法

　　　　　　によった場合と比較して、営業費用は、工業用ゴム製品事業が56百万円、その他事業が１百万円増加し、

　　　　　　営業利益はそれぞれ同額減少しております。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

工業用ゴム製品

（百万円）

その他

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 44,172 7,676 51,848 － 51,848

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
11 56 68 (68) －

計 44,184 7,733 51,917 (68) 51,848

営業費用 41,518 7,450 48,968 (68) 48,900

営業利益 2,665 282 2,948 0 2,948
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　（注）１．事業区分の方法

事業は製品の種類及び市場の類似性を考慮しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

工業用ゴム製品 シール機能製品、防振機能製品、ワイパーブレードラバー等

その他 超音波モータ、セラミックス、金属加工板金製品等

 　　　 ３．当連結会計年度より役員賞与に関する会計基準を適用しております。この結果、従来の方法によった場合

            と比較して、営業費用は、工業用ゴム製品事業が50百万円、その他事業が11百万円増加し、営業利益はそれ

            ぞれ同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

日本（百万円）
アジア等

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 19,850 5,553 25,404 － 25,404

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
299 804 1,104 (1,104) －

計 20,150 6,358 26,508 (1,104) 25,404

営業費用 19,133 5,977 25,111 (1,258) 23,852

営業利益 1,016 380 1,397 153 1,551

 （注）当中間連結会計期間より役員賞与に関する会計基準を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と

       比較して、営業費用は、日本が39百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

日本（百万円）
アジア等

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 20,594 6,809 27,404 － 27,404

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
311 975 1,287 (1,287) －

計 20,906 7,785 28,691 (1,287) 27,404

営業費用 20,205 7,210 27,416 (1,486) 25,929

営業利益 700 575 1,275 199 1,474

  （注）１. 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、平成19年４月１日以降取得の有形

　　　　　  固定資産については、改正後の法人税法の減価償却方法を採用しております。この結果、従来の方法によ

　　　　　  った場合と比較して、営業費用は、日本が19百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

   　 　２. 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した

　　　　　　有形固定資産については、改正後の法人税法の減価償却方法を採用しております。この結果、従来の方法

　　　　　　によった場合と比較して、営業費用は、日本が58百万円増加し、営業利益は同額減少しております。
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

日本（百万円）
アジア等

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 40,727 11,121 51,848 － 51,848

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
596 1,674 2,271 (2,271) －

計 41,323 12,796 54,120 (2,271) 51,848

営業費用 39,349 12,163 51,512 (2,612) 48,900

営業利益 1,974 633 2,607 340 2,948

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

アジア等……韓国、米国、タイ、インドネシア、中国

 ３．当連結会計年度より役員賞与に関する会計基準を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と

     比較して、営業費用は、日本が62百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 1,438 4,770 128 6,337

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 25,404

Ⅲ．連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
5.7 18.8 0.4 24.9

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 1,473 5,835 187 7,497

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 27,404

Ⅲ．連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
5.4 21.3 0.7 27.4

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 2,761 9,724 267 12,752

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 51,848

Ⅲ．連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
5.3 18.8 0.5 24.6

   （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

   　　　２．各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）北米・・・・米国

  　　　　　（２）アジア・・・韓国、中国、タイ、インドネシア

  　　　 ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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  1,166円90銭

１株当たり中間純利益   51円79銭

１株当たり純資産額  1,287円27銭

１株当たり中間純利益 48円22銭

１株当たり純資産額 1,222円56銭

１株当たり当期純利益    103円76銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
  51円59銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
  48円12銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
 103円38銭

(注)　１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 

前中間連結会計期間

(自 平成18年4月 1日

 至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年4月 1日

 至 平成19年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年4月 1日

 至 平成19年3月31日)

１株当たり中間(当期)純利益
   

中間(当期)純利益  (百万円) 887 827 1,778

普通株主に帰属しない金額　(百万円) － － －

普通株式に係る中間(当期)純利益　(百万円) 887 827 1,778

期中平均株式数　(千株) 17,134 17,166 17,143

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益
   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（千株） 65 36 63

（うち新株予約権） (65) (36) (63)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

――――― 新株予約権の目的とな

る株式の種類及び数

 新株予約権

 株主総会の特別決議

 平成19年６月28日

 普通株式　

 67,000株

 新株予約権の数

 670個

―――――
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間会計期間末
（平成19年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年3月31日）

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）
構成比
（％）

金額
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 3,809 3,622 3,484 137

２　受取手形  ※５ 1,581 1,494 1,361 132

３　売掛金 7,606 7,826 8,118 △291

４　たな卸資産 1,278 1,385 1,273 112

５　未収入金 1,047 1,280 1,125 154

６　繰延税金資産 284 308 350 △41

７　その他 128 134 91 42

流動資産合計 15,738 46.6 16,052 47.7 15,804 47.6 247

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※1,2

(１)建物 2,565 3,069 2,455 613

(２)機械及び装置 4,701 4,674 4,849 △174

(３)土地 3,353 3,297 3,341 △43

(４)建設仮勘定 131 17 218 △201

(５)その他 982 1,057 929 127

有形固定資産合計 11,735 34.8 12,117 36.0 11,795 35.6 321

２　無形固定資産 7 0.0 23 0.0 7 0.0 16

３　投資その他の資産

(１)関係会社株式 4,897 4,893 4,883 10

(２)その他  1,442 1,251 1,353 △101

貸倒引当金 △57 △56 △56 －

関係会社投資損失
引当金

－ △610 △610 －

投資その他の資産合
計

6,282 18.6 5,478 16.3 5,570 16.8 △91

固定資産合計 18,025 53.4 17,619 52.3 17,374 52.4 245

資産合計 33,763 100.0 33,671 100.0 33,179 100.0 492
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前中間会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間会計期間末
（平成19年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年3月31日）

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）
構成比
（％）

金額
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形 ※５ 709 623 665 △42

２　買掛金 6,380 6,941 6,589 351

３　短期借入金 ※２ 1,651 1,982 1,770 212

４　一年以内返済予定　
　　
長期借入金

※２ 1,512 1,050 1,260 △210

５　未払法人税等 272 205 385 △180

６　賞与引当金 550 589 614 △25

７　その他 ※4,5 1,943 1,986 1,846 140

流動負債合計 13,019 38.6 13,378 39.7 13,131 39.6 246

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 2,438 1,896 1,819 76

２　退職給付引当金 82 140 103 37

３　役員退職慰労引当金 383 344 401 △57

固定負債合計 2,904 8.6 2,381 7.1 2,324 7.0 56

負債合計 15,923 47.2 15,759 46.8 15,456 46.6 303

 

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   1,395 4.1  1,395 4.1  1,395 4.2 －

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  1,514   1,514   1,514    

(2）その他資本剰余金  41   49   49    

資本剰余金合計   1,555 4.6  1,563 4.7  1,563 4.7 －

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  262   262   262    

(2）その他利益剰余金            

建物等圧縮積立金  68   57   57    

土地圧縮積立金  96   96   96    

別途積立金  10,750   11,250   10,750    

繰越利益剰余金  3,586   3,316   3,616    

利益剰余金合計   14,764 43.7  14,983 44.5  14,782 44.6 200

４　自己株式   △248 △0.7  △236 △0.7  △236 △0.7 △0

株主資本合計   17,466 51.7  17,705 52.6  17,505 52.8 200

Ⅱ　評価・換算差額等            

その他有価証券評価差
額金

  373 1.1  206 0.6  217 0.6 △11

評価・換算差額等合計   373 1.1  206 0.6  217 0.6 △11

Ⅲ　新株予約権   －   0 0.0  －  0

純資産合計   17,840 52.8  17,912 53.2  17,722 53.4 189

負債純資産合計   33,763 100.0  33,671 100.0  33,179 100.0 492
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
(自　平成18年4月 1日
　至　平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年4月 1日
　至　平成19年9月30日)

増減
前事業年度の要約損益計算書

(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）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 15,792 100.0 16,265 100.0 473 32,069 100.0

Ⅱ 売上原価 12,803 81.1 13,357 82.1 554 26,069 81.3

売上総利益 2,989 18.9 2,907 17.9 △81 5,999 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,322 14.7 2,462 15.2 139 4,653 14.5

営業利益 666 4.2 445 2.7 △221 1,345 4.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 175 1.1 291 1.8 116 496 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※２ 40 0.2 84 0.5 43 86 0.3

経常利益 801 5.1 652 4.0 △148 1,756 5.5

Ⅵ 特別利益 1 0.0 19 0.1 17 224 0.7

Ⅶ 特別損失  12 0.1 24 0.1 11 766 2.4

税引前中間（当期）純
利益

790 5.0 648 4.0 △142 1,214 3.8

法人税、住民税及び事
業税

290 159  840

法人税等調整額 64 354 2.2 116 275 1.7 △78 △251 588 1.8

中間（当期）純利益 436 2.8 372 2.3 △63 625 2.0

(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）　　　　　　　　

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他有価
証券評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

建物等
圧縮
積立金

土地
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日残高
（百万円）

1,395 1,514 39 262 80 96 10,250 3,877 △255 17,259 412 17,671

中間会計期間中の
変額額

圧縮積立金取崩（注）     △11   11  －  －

別途積立金積立（注）       500 △500  －  －

剰余金の配当（注）        △171  △171  △171

役員賞与（注）        △66  △66  △66

中間純利益        436  436  436

自己株式の取得         △0 △0  △0

自己株式の処分   2      7 9  9

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）

          △39 △39

中間会計期間中の
変動額合計
（百万円）

－ － 2 － △11 － 500 △290 7 207 △39 168

平成18年９月30日残高
（百万円）

1,395 1,514 41 262 68 96 10,750 3,586 △248 17,466 373 17,840

 （注）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。
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）　　　　　　　　

株主資本
評価・
換算差
額等

新株
予約権

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

建物等
圧縮
積立金

土地
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年３月31日残高

（百万円）
1,395 1,514 49 262 57 96 10,750 3,616 △236 17,505 217 － 17,722

中間会計期間中の
変額額

別途積立金積立       500 △500  －   －

剰余金の配当        △171  △171   △171

中間純利益        372  372   372

自己株式の取得         △0 △0   △0

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）

          △11 0 △11

中間会計期間中の
変動額合計

（百万円）
－ － － － － － 500 △299 △0 200 △11 0 189

平成19年９月30日残高

（百万円）
1,395 1,514 49 262 57 96 11,250 3,316 △236 17,705 206 0 17,912

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他有価
証券評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

建物等
圧縮
積立金

土地
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日残高
(百万円)

1,395 1,514 39 262 80 96 10,250 3,877 △255 17,259 412 17,671

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩
（注）

    △11   11  －  －

別途積立金の積立
（注）

      500 △500  －  －

圧縮積立金の取崩     △10   10  －  －

剰余金の配当（注）        △171  △171  △171

剰余金の配当        △171  △171  △171

役員賞与（注）        △66  △66  △66

当期純利益        625  625  625

自己株式の
取得

        △0 △0  △0

自己株式の
処分

  10      19 30  30

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

         － △194 △194

事業年度中の変動額合計
(百万円)

－ － 10 － △22 － 500 △261 19 246 △194 51

平成19年３月31日残高
(百万円)

1,395 1,514 49 262 57 96 10,750 3,616 △236 17,505 217 17,722

 （注）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。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

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

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

総平均法により算定）

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

   

(2)たな卸資産

製品、原材料、仕掛品

……総平均法による原価法

貯蔵品

……最終仕入原価法

(2)たな卸資産

製品、原材料、仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(2)たな卸資産

製品、原材料、仕掛品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定額

法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　18～31年

機械装置　10～14年

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

同左

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ16百万円減少しておりま

す。

 （追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれ

ぞれ58百万円減少しております。
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前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

(2)無形固定資産

 定額法を採用しております。

 

(2)無形固定資産

 定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいております。

(2)無形固定資産

 定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

　売掛金等債権の貸倒による損失

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．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

同左

(2)　　―――――― 　(2)関係会社投資損失引当金

  関係会社への投資に対する損失に

備えるため、その財政状態を勘案し

損失見込額を計上しております。　

　

　(2)関係会社投資損失引当金

 同左

(3)賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(3)賞与引当金

同左

(3)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、

当中間期末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。

　なお、数理計算上の差異は、各

会計期間において全額を一括して

費用処理しております。

(4)退職給付引当金

同左

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当期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。

　なお、数理計算上の差異につ

いては、当期において全額を一

括して費用処理しております。

(5)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく中間期

末要支給見積額を引当計上してお

ります。

(5)役員退職慰労引当金

同左

(5)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、当社内規に基づく期

末要支給見積額を引当計上して

おります。

４．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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左
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前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

５．ヘッジ会計の方法

 （1）ヘッジ会計の方法 

　原則として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、特例処理の条件

を充たしている場合には特例処理

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

  デリバティブ取引（金利スワッ

プ取引）

ヘッジ対象

  相場変動等による損失の可能性

があり、相場変動等が評価に反映

されていないもの及びキャッ

シュ・フローが固定されその変動

が回避されるもの

 （3）ヘッジ方針

  当社のデリバティブ取引は、将

来の為替、金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針であります。

 （4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例

処理のため有効性の評価を省略し

ております。

 （5）取引にかかるリスク管理体制

　当社では、デリバティブ取引の

執行、管理については、取引権限

及び取引限度額を定めた社内ルー

ルに従い、資金担当部門が決裁担

当者の承認を得て行っております。

５．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

ヘッジ手段

   同左

ヘッジ対象

   同左

 

 

 

 （3）ヘッジ方針

   同左

 

 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法

　 同左

 

 （5）取引にかかるリスク管理体制

　 同左

 

 

 

 

５．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　　

  ヘッジ手段

    同左

  ヘッジ対象

    同左

 

 

 

    (3)ヘッジ方針

    同左

  

 

 

    (4)ヘッジ有効性評価の方法

    同左

 

    (5)取引にかかるリスク管理体制

    同左

 

 

 

 

 

６．その他中間財務諸表作成のための

  基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

６．その他中間財務諸表作成のための

  基本となる重要な事項

（1）消費税等の会計処理について

  同左

 

 　（2）中間会計期間に係る納付税額

        及び法人税等調整額

　当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業年

度において予定している圧縮積立

金の取崩を前提として、当中間会

計期間に係る金額を計算しており

ます。

 

６．その他財務諸表作成のための

  基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理について

同左

株式会社フコク（5185）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 36 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

  (役員賞与に関する会計基準)  ―――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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

益及び税引前中間純利益はそれぞれ33

百万円減少しております。

 

  当事業年度より、「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

び税引前当期純利益はそれぞれ50百万

円減少しております。

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に　

関する会計基準）
  ――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に　

関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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17,840百万円でありま

す。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

 

　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17,722百万円でありま

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。 

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

  (中間貸借対照表） ――――――

　前中間会計期間まで、旧有限会社法に規定する有限会社

に対する当社持分は、投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、会社法及び会社法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律第２条第２項により、そ

の持分が有価証券(株式）とみなされることとなったため、

当中間会計期間より投資その他の資産の「関係会社株式」

に含めて表示しております。

　この変更により、「関係会社株式」は972百万円増加して

おります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

23,616百万円

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

24,076百万円

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

23,567百万円

 ※２．担保資産

 (1)担保に供している資産

 ※２．担保資産

 (1)担保に供している資産

 ※２．担保資産

 (1)担保に供している資産

百万円 百万円 百万円

建物 209

機械及び装置 12

土地 483

合計 705

建物 193

機械及び装置 9

土地 483

合計 686

建物 202

機械及び装置 12

土地 483

合計 697

 上記有形固定資産のうち工場財

 団抵当に供している資産

百万円

 上記有形固定資産のうち工場財

 団抵当に供している資産

百万円

 上記有形固定資産のうち工場財

 団抵当に供している資産

百万円

建物 12

機械及び装置 12

土地 98

合計 122

建物 11

機械及び装置 9

土地 98

合計 118

建物 12

機械及び装置 12

土地 98

合計 122

 (2)担保資産に対応する債務

百万円

 (2)担保資産に対応する債務

百万円

 (2)担保資産に対応する債務

百万円

短期借入金 －

長期借入金

(一年以内返済分

を含む)

1,800

 

 

合計 1,800

短期借入金 261

一年以内返済

予定長期借入金
703

長期借入金 315

合計 1,280

短期借入金 171

長期借入金

(一年以内返済分

を含む)

1,618

 

 

合計 1,790

上記のうち工場財団抵当に対応す

る債務

百万円

上記のうち工場財団抵当に対応す

る債務

百万円

上記のうち工場財団抵当に対応す

る債務

百万円

短期借入金 －

長期借入金

(一年以内返済分を

含む)

700

 

 

合計 700

短期借入金 261

一年以内返済

予定長期借入金
183

長期借入金 255

合計 700

短期借入金 171

長期借入金

(一年以内返済分を

含む)

528

 

 

合計 700
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

 　３．偶発債務

金融機関からの借入金に対する保証

 　３．偶発債務

関係会社の金融機関からの借入金に対

する保証

 　３．偶発債務

金融機関からの借入金に対する保証

関係会社   

㈱東京ゴム製作所 ㈱東京ゴム製作所 ㈱東京ゴム製作所

803百万円 687百万円 748百万円

ポリマー技研工業㈱ ポリマー技研工業㈱ ポリマー技研工業㈱

100百万円 60百万円 60百万円

韓国フコク㈱ 韓国フコク㈱ 韓国フコク㈱

87百万円 (700百万ウォン） 35百万円 52百万円

38百万円

㈱フコク東海ゴムインドネシア ㈱フコク東海ゴムインドネシア ㈱フコク東海ゴムインドネシア

11百万円 （100千米ドル） 112百万円 133百万円

142百万円

上海フコク有限公司 上海フコク有限公司 上海フコク有限公司

258百万円 （17百万元） 383百万円 454百万円

155百万円

フコクゴム(上海)有限公司 フコクゴム(上海)有限公司 フコクゴム(上海)有限公司

93百万円 56百万円 75百万円

東莞フコク有限公司 東莞フコク有限公司 東莞フコク有限公司

97百万円 （823千米ドル） 143百万円 190百万円

100百万円

フコクアメリカインク フコクアメリカインク フコクアメリカインク

1,645百万円 （13,960千米ドル） 1,338百万円 1,509百万円

 計 3,534百万円  計 2,817百万円  計 3,223百万円

 ────── ────── 受取手形割引高　99百万円 

 ※４．消費税等の取扱い

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

 ※４．消費税等の取扱い

同左

 ※４．消費税等の取扱い

──────

 ※５．中間会計期間末日満期手形

　手形交換日をもって決済処理をして

おります。

  なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間会

計期間末日満期手形が中間会計期間末

残高に含まれております。

 　　　　　　　　     　百万円

 受取手形　　 　     　　 89

 支払手形　　 　     　  126

 その他流動負債 　     　 24

 （設備関係支払手形）

 ※５．中間会計期間末日満期手形

　手形交換日をもって決済処理をして

おります。

  なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間会

計期間末日満期手形が中間会計期間末

残高に含まれております。

 　　　　　　　　     　百万円

 受取手形　　　     　    84

 支払手形　　　     　    97

 その他流動負債 　         1

 （設備関係支払手形）

 ※５．中間会計期間末日満期手形

  手形交換日をもって決済処理をして

おります。

　なお、当事業年度の末日は金融機関

の休日であったため、次の事業年度末

日満期手形が当事業年度末残高に含ま

れております。   

 　　　　　　     　　　百万円

 受取手形　　　         　81

 支払手形　　          　164

 その他流動負債  　     　77

 （設備関係支払手形）
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息及び配当金 5百万円

ロイヤルティ収入 145百万円

受取利息 5百万円

受取配当金 50百万円

ロイヤルティ収入 195百万円

受取利息及び配当金 113百万円

ロイヤルティ収入 316百万円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 32百万円

為替差損 7百万円

支払利息 47百万円

為替差損 24百万円

支払利息 75百万円

為替差損 3百万円

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

有形固定資産 701百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産 788百万円

無形固定資産 1百万円

有形固定資産 1,514百万円

無形固定資産 0百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式(注） 479 0 14 465

合計 479 0 14 465

 （注）普通株式の株式数の増加0千株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少14千株はストックオプションの

　　　 行使に伴う減少であります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式(注） 442 0 － 442

合計 442 0 － 442

 （注）普通株式の株式数の増加0千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（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(注） 479 0 37 442

合計 479 0 37 442

 （注）普通株式の株式数の増加0千株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少37千株はストックオプションの

　　　 行使に伴う減少であります。

  （リース取引関係）

　中間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。

（有価証券関係）

　   前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありま

     せん。
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（１株当たり情報）

 前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

 当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

 前事業年度
(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 1,040円62銭

１株当たり中間純利益 25円45銭

１株当たり純資産額 1,043円43銭

１株当たり中間純利益 　 21円69銭

１株当たり純資産額  1,032円41銭

１株当たり当期純利益    36円51銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
　  25円35銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
21円65銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
    36円38銭

(注)　１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

　　　であります。

前中間会計期間

(自 平成18年4月 1日

 至 平成18年9月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年4月 1日

 至 平成19年9月30日)

前事業年度

(自 平成18年4月 1日

 至 平成19年3月31日)

１株当たり中間(当期)純利益
  

 

中間(当期)純利益　(百万円) 436 372 625

普通株主に帰属しない金額　(百万円) － － －

普通株式に係る中間(当期)純利益 (百万円) 436 372 625

期中平均株式数　(千株) 17,134 17,166 17,143

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（千株） 65 36 63

（うち新株予約権） (65) (36) (63)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要

――――― 新株予約権の目的とな

る株式の種類及び数

 新株予約権

 株主総会の特別決議

 平成19年６月28日

 普通株式　

 67,000株

 新株予約権の数

 670個

―――――
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