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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 56,405 8.8 2,767 △6.2 2,565 △16.8 1,551 △12.8

19年３月期 51,848 8.0 2,948 △6.6 3,082 △8.3 1,778 7.3

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 ％ ％ ％

20年３月期 90 41 90 31 7.2 5.4 4.9

19年３月期 103 76 103 38 8.8 6.8 5.7

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △22百万円 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

20年３月期 47,369 23,441 46.9 1,295 21

19年３月期 47,232 22,230 44.4 1,222 56

（参考）自己資本 20年３月期 22,233百万円 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

20年３月期 3,740 △4,341 △661 3,937

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 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 ％ ％

19年３月期 10 00 10 00 20 00 343 19.3 1.7

20年３月期 10 00 10 00 20 00 343 22.1 1.6

21年３月期（予想） 10 00 10 00 20 00 － 19.1 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 29,000 5.8 1,340 △9.1 1,300 △10.2 800 △3.4 46 60

通期 60,000 6.4 3,200 15.6 3,100 20.8 1,800 16.0 104 86
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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）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、16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） 20年３月期 17,609,130株 19年３月期 17,609,130株

②　期末自己株式数 20年３月期 442,921株 19年３月期 442,720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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 34,088 6.3 1,122 △16.6 1,573 △10.4 579 △7.5

19年３月期 32,069 4.0 1,345 △26.7 1,756 △24.0 625 △37.7

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

20年３月期 33 74 33 70

19年３月期 36 51 36 38

(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

20年３月期 32,500 17,881 55.0 1,041 49

19年３月期 33,179 17,722 53.4 1,032 41

（参考）自己資本 20年３月期 17,878百万円 19年３月期 17,722百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 17,000 4.5 400 △10.2 600 △8.1 440 18.2 25 63

通期 35,000 2.7 1,150 2.5 1,650 4.9 1,000 72.7 58 25

※　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 

　当連結会計年度におけるわが国経済は、景気拡大が踊り場的様相を呈する中、主として輸出の牽引による企業業績

に支えられ、堅調を維持しました。一方、原油・原材料価格の高騰に加え、サブプライムローン問題に端を発する金

融市場の混乱、米国経済の減速など、今後の景気に影を落とす事態が発生し、後退懸念も強まりました。

　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、ともに生産台数を伸ばしました。また海外主要市場においては、北米など一部の

地域を除いて現地生産の伸びが大きく、概ね順調な推移を示しました。

　このような情勢の中、防振機能製品を中心として、当社グループの受注は好調に推移し、売上高は前年同期比を

8.8％上回る564億５百万円となりました。

　損益面ではゴム材料や鋼材の高騰、販管費の増加などの影響が大きく、営業利益は前年同期比6.2％減の27億67百万

円となりました。また、経常利益は為替差損や支払利息の増加などによって前年同期比16.8％減の25億65百万円、当

期純利益は経常利益の減少によって同12.8％減の15億51百万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）

　大型トラックや建機メーカーからの受注増及び乗用車メーカー向けの新規拡販を軸に防振機能製品の売上が増加し

たこと、高機能ワイパーブレードラバーの受注が好調だったことなどにより、工業用ゴム製品の売上高は前年同期比

9.5％増の484億５百万円となりました。一方、営業利益はゴム材料や鋼材の高騰、販管費の増加などの影響によって、

前年同期比4.7％減の25億39百万円となりました。

 

（その他）

　建機並びに大型トラックメーカー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5.9％増の81億89百万円

となりました。一方、営業利益は鋼材の高騰、販管費の増加などの影響によって、前年同期比19.5％減の２億27百万

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、高機能ワイパーブレードラバー、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5.8％増の436億99百万円となりましたが、営業利益は材料費や販管費の増加により前年同期比22.0％減の15億40百

万円となりました。

 

（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22.9％増の157億25百万円、営業利益は前年同

期比31.2％増の８億31百万円となりました。

 

次期の見通しにつきましては次の通りであります。

 

　中国を中心としたアジア地域の成長は底堅いものの、サブプライムローン問題に端を発して後退した米国景気は当

面好転する兆しがなく、ＥＵの堅調にも翳りが見えてくるなど、世界経済は減速気味に推移しつつあります。また日

本経済は、輸出に依存して内需低迷を補う傾向が続く一方で、原油・原材料価格の高騰や急激な円高等の影響から景

気の下振れリスクが高まっており、グローバルな要因の影響下にあるという点では予断を許さない状況が続くものと

思われます。

　当社の主要顧客先である自動車産業においては、米国市場の縮小等が影を落とす中、BRICsを始めとする新興国での

需要が底固く推移し、グローバル競争はますます激化するものと予想されます。また国内では、新車市場の低迷や燃

料価格の高止まり、所得の伸び悩み等の要因によって総需要が低迷する一方で、海外需要に応じた輸出および現地生

産の拡大が継続し、総じて堅調な推移が期待されます。

　このような状況下、長期的・持続的な発展を求める当社グループは、徹底した原価低減を図りながら原材料費高騰

等の影響を吸収するとともに、本社機能の強化を軸に内部体制を固め、さらなる高収益体質づくりを推進してまいり

ます。
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　次期の連結売上高については、受注の堅調を受けて600億円（前年同期比6.4％増）を見込んでおります。また、営

業利益については32億円（前年同期比15.6％増）、経常利益は31億円（前年同期比20.8％増）、当期純利益は18億円

（前年同期比16.0％増）と予測しております。

　上記業績予想には、現時点での入手可能な情報に基く将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為替の変

動等内外の情況変化により、実際の業績が記載の予測数値と異なる可能性があります。 

 

(2）財政状態に関する分析

 ① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　総資産は、前連結会計年度末に比べて１億36百万円増加し、473億69百万円となりました。主な要因は、たな卸資産

の増加６億６百万円、有形固定資産の増加３億86百万円並びに現金及び預金の減少12億15百万円等によるものです。

（負債）

　負債は、前連結会計年度末に比べて10億74百万円減少し、239億27百万円となりました。主な要因は長短借入金の減

少３億39百万円、未払金の減少４億３百万円、未払法人税等の減少３億58百万円によるものであります。

（純資産）

　純資産は、前連結会計年度末に比べ12億10百万円増加し234億41百万円となりました。これは主として当期純利益15

億51百万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46.9％となりまし

た。

 

②キャッシュ・フローの状況　　　

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ12億15百万円

減少し、39億37百万円となりました。

　当連結会計年度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。

（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37億40百万円（前年同期比10億73百万円減）となりました。これは主に税金等調整

前当期純利益25億64百万円と、減価償却費33億21百万円等による資金増加と、売上債権の増加２億26百万円、たな卸

資産の増加５億98百万円、法人税等の支払額12億48百万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43億41百万円（前年同期比２億21百万円減）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44億64百万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６億61百万円(前年同期は１億98百万円の獲得)となりました。これは主に借入金の

返済が調達を２億41百万円上回ったこと、配当金の支払額が３億43百万円あったことによるものです。

 （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20年３月期

自己資本比率（％） 45.7 44.0 44.5 44.4 46.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
49.1 43.1 56.5 50.2 27.0

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 2.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
27.5 10.7 23.6 17.7 13.6

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

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・フローを利用しております。

株式会社フコク（5185）平成 20 年３月期決算短信

－ 4 －



（注４）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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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。

　当期末の配当金については、１株当たり10円とさせて頂く予定であります。これにより中間配当（10円）と合わせ

た当期の１株当たりの年間配当金は20円となります。　

　次期の配当金については業績見通しも勘案した上で、年間20円の配当水準の維持を目標としておりますことから、

中間配当金として１株当たり10円、期末配当金として１株当たり10円と予想いたしております。

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「事業系統図（事業の内容）」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、自動車関連部品を中心としたさまざ

まな分野において高品質製品を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まいりました。今後も

「 CHALLENGE & INNOVATION 」の社長構想の下、従来の枠内にとどまることなくバランスのとれた企業価値の向上を

目指すと同時に、お客様を始めとする全てのステークホルダーに対して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20年度より３ヵ年の中期経営計画において、売上高700億円、経常利益率８％を目標として

おり、この達成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、今後とも予断を許さない状況が続くと思

われます。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」という基本方針に従い、戦略商品の充実を図ると同時に、グローバル企業としての体制拡充に注力

してきました。中長期的な経営戦略に従って海外拠点の整備を進めており、その支援体制および管理体制を確立する

ため、現在は本部制を中核に据え、本社機能の強化を図っております。

  グローバル戦略の一環においては生産拠点および成長市場としての中国に注目し、近年は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、貴州ＣＦＡゴンマ有限公司と集中的に工場

を整備したほか、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）貿易有限公司を開設しました。ま

た、米国においてもデトロイト営業所を開設するなど、米中２カ国の営業力強化を推進しつつあります。昨年は新た

にタイのコラート工場を稼動に移し、韓国に新工場用地を確保するなど、将来を見据えての生産能力の増強にも着手

いたしました。

　企業収益の源泉となる商品群については「今日の商品」を守りつつ、常に「明日の商品」開発に挑んでおります。

今後も材料と工法を工夫し、市場のニーズへの対応を図りながら付加価値を高め、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．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

科目
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 5,841  4,626  △1,215

２．受取手形及び売掛金 ※５ 13,799 14,062 262

３．たな卸資産 2,844 3,451 606

４．前払費用 100 107 6

５．未収入金 341 465 124

６．繰延税金資産 371 415 43

７．その他 166 194 27

８．貸倒引当金 △22 △58 △36

流動資産合計 23,443 49.6 23,264 49.1 △179

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産 ※１,２

１．建物及び構築物 4,999 5,862 863

２．機械装置及び運搬具 10,009 9,702 △306

３．工具、器具及び備品 955 1,036 81

４．土地 5,980 6,006 25

５．建設仮勘定 559 282 △277

有形固定資産合計 22,504 47.7 22,890 48.3 386

(2)無形固定資産

　その他 18 67 49

無形固定資産合計 18 0.0 67 0.2 49

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※４ 719 563 △155

２．長期貸付金 0 － △0

３．長期前払費用 36 3 △32

４．保険積立金 272 307 35

５．繰延税金資産 42 56 13

６．その他 262 276 13

７．貸倒引当金 △67 △60 6

投資その他の資産合計 1,266 2.7 1,146 2.4 △119

固定資産合計 23,789 50.4 24,105 50.9 316

資産合計 47,232 100.0 47,369 100.0 136
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

科目
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．支払手形及び買掛金 ※５ 9,871 9,812 △59

２．短期借入金 ※２ 6,004  5,365  △638

３．一年以内償還予定社債 64 42 △22

４．未払金 1,797 1,394 △403

５．未払法人税等 692 333 △358

６．未払消費税等 76 73 △3

７．未払費用 431 465 34

８．賞与引当金 700 753 52

９．設備関係支払手形 ※５ 388 202 △185

10．その他 173 218 45

流動負債合計 20,200 42.8 18,662 39.4 △1,538

Ⅱ　固定負債

１．社債 42 － △42

２．長期借入金 ※２ 3,655  3,953  298

３．退職給付引当金 396 502 105

４．役員退職慰労引当金 458 406 △52

５．負ののれん 7 74 66

６．繰延税金負債 239 307 67

７．その他 1 21 20

固定負債合計 4,801 10.1 5,265 11.1 463

負債合計 25,002 52.9 23,927 50.5 △1,074
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

科目
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   1,395 3.0  1,395 3.0 －

２．資本剰余金   1,563 3.3  1,563 3.3 －

３．利益剰余金   17,769 37.6  18,978 40.0 1,208

４．自己株式   △236 △0.5  △236 △0.5 △0

　　株主資本合計   20,492 43.4  21,700 45.8 1,208

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  298 0.6  181 0.4 △116

２．為替換算調整勘定   195 0.4  351 0.7 155

　　評価・換算差額等合計   494 1.0  533 1.1 38

Ⅲ　新株予約権   － －  3 0.0 3

Ⅳ　少数株主持分   1,243 2.7  1,204 2.6 △39

純資産合計   22,230 47.1  23,441 49.5 1,210

負債純資産合計   47,232 100.0  47,369 100.0 136
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(2）連結損益計算書

  
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

対前年比

科目
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 51,848 100.0 56,405 100.0 4,556

Ⅱ　売上原価 ※１ 42,222 81.4 46,448 82.3 4,226

売上総利益 9,626 18.6 9,956 17.7 330

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１

１．給料 2,708 2,819

２．運賃 859 971

３．減価償却費 329 329

４．役員退職慰労引当金繰
入額

57 42

５．退職給付費用 155 183

６．賞与引当金繰入額 281 308

７．貸倒引当金繰入額 － 32

８．その他 2,286 6,677 12.9 2,502 7,189 12.8 512

営業利益 2,948 5.7 2,767 4.9 △181

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 30 27

２．受取配当金 10 8

３．ロイヤルティ収入 16 19

４．負ののれん償却額 80 17

５．為替差益 34 －

６．その他 246 418 0.8 170 243 0.4 △174

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 238 271

２．為替差損 － 119

３．その他 45 284 0.6 53 445 0.8 160

経常利益 3,082 5.9 2,565 4.5 △516
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

対前年比

科目
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)

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 33 87

２．投資有価証券売却益 222 24

３．積立保険返戻金 － 256 0.5 23 135 0.2 △120

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ 11 6

２．固定資産除却損 ※４ 116 121

３．投資有価証券評価損 － 4

４．ゴルフ会員権評価損 14 －

５．貸倒引当金繰入額  － 142 0.2 4 136 0.2 △6

税金等調整前当期純利
益

3,195 6.2 2,564 4.5 △631

法人税、住民税及び事
業税

1,273 888

法人税等調整額 77 1,351 2.6 39 928 1.6 △423

少数株主利益 65 0.2 84 0.1 18

当期純利益 1,778 3.4 1,551 2.8 △226
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成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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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高
（百万円）

1,395 1,563 17,769 △236 20,492

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △343  △343

当期純利益   1,551  1,551

自己株式の取得    △0 △0

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）

－ － 1,208 △0 1,208

平成20年３月31日　残高
（百万円）

1,395 1,563 18,978 △236 21,700

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △343

当期純利益     1,551

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△116 155 3 △39 2

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△116 155 3 △39 1,210

平成20年３月31日　残高
（百万円）

181 351 3 1,204 23,441
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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18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

科目
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 3,195 2,564

減価償却費 2,865 3,321

負ののれん償却額 △80 △17

貸倒引当金の増減額（減少：△） △2 36

賞与引当金の増減額（減少：△） 28 52

退職給付引当金の増減額（減少：△) 27 119

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△) 52 △52

受取利息及び受取配当金 △40 △35

支払利息 238 271

持分法投資損益 19 22

投資有価証券評価損益 － 4

投資有価証券売却損益 △222 △24

為替差損益 △11 △22

役員賞与の支払額 △76 －

有形固定資産売却損益 △21 △80

有形固定資産除却損 116 121

売上債権の増減額（増加：△） △907 △226

たな卸資産の増減額（増加：△） △31 △598

仕入債務の増減額（減少：△） 1,146 △61

その他負債の増減額（減少：△) 175 12

その他 60 △176

小計 6,532 5,229

利息及び配当金の受取額 40 35

利息の支払額 △271 △275

法人税等の支払額 △1,487 △1,248

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,814 3,740
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

科目
注記
番号

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

定期預金の払戻による収入 30 －

有形固定資産の取得による支出 △4,935 △4,464

有形固定資産の売却による収入 79 178

投資有価証券の取得による支出 △4 △40

投資有価証券の売却による収入 340 28

貸付けによる支出 △2 －

貸付金の回収による収入 3 －

その他 △73 △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,562 △4,341

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 9,507 1,984

短期借入金の返済による支出 △8,980 △2,335

長期借入れによる収入 2,507 2,360

長期借入金の返済による支出 △2,450 △2,250

社債の償還による支出 △64 △64

自己株式の売却による収入 30 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △342 △343

少数株主への配当金の支払額 △9 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 198 △661

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 170 47

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 620 △1,215

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,531 5,152

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高   ※ 5,152 3,937
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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

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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14社であります。

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

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。

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19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20年２月29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

20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

　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

 

 

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

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

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
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

(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く定額法を

採用しております。

ただし、当社及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

(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

　　　　 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、

当連結会計年度より、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当

期純利益は、それぞれ88百万円減少しております。

　なお、セグメントに与える影響は、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、法人税法の改正に伴い、

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当

期純利益は、それぞれ115百万円減少しております。

　なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載

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。

２）無形固定資産

　　　　　同左

 

 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいております。

(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

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

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。

３）退職給付引当金

　　　　　同左　
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

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）役員退職慰労引当金

　　　　　同左

(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

(5)重要なヘッジ会計の方法

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。

(5)重要なヘッジ会計の方法

１）ヘッジ会計の方法

　　　　　同左

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

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

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

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

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

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

(6)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

税抜方式によっております。

(6)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

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、部分時

価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　　　同左

６. 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、５年間の均

等償却を行っております。

６. のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

　　　　　同左

７．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。

７．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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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18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

　（役員賞与に関する会計基準）  ――――――

　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） 　 ――――――

　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。

　

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

  前連結会計年度において、「連結調整勘定」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」と

表示しております。

（連結貸借対照表）

 前連結会計年度まで、区分掲記しておりました投資その

他の資産の「長期貸付金」は、金額的重要性が乏しくなっ

たため、当連結会計年度より投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しております。この変更により「その

他」は０百万円増加しております。

 （連結損益計算書）

  前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

 ――――――

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

  前連結会計年度において、「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）

 前連結会計年度まで、区分掲記しておりました投資活動

によるキャッシュ・フローの「貸付金の回収による収入」

は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ

り投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示しております。この変更により「その他」は１百万

円増加しております。
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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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計

額
35,124百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額
37,040百万円

※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。

担保資産

建物及び構築物 519百万円 (12百万円)

機械装置及び運搬具 12百万円 (12百万円)

土地 1,049百万円 (98百万円)

合計 1,580百万円 (122百万円)

担保資産

建物及び構築物 531百万円 (10百万円)

機械装置及び運搬具 8百万円 (8百万円)

土地 1,167百万円 (98百万円)

合計 1,707百万円 (117百万円)

担保付債務

短期借入金 1,042百万円 (472百万円)

長期借入金 1,731百万円 (227百万円)

合計 2,773百万円 (700百万円)

担保付債務

短期借入金 959百万円 (297百万円)

長期借入金 1,554百万円 (402百万円)

合計 2,513百万円 (700百万円)

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　偶発債務   

受取手形割引高 99百万円

受取手形裏書譲渡高 22百万円

　３　偶発債務   

受取手形裏書譲渡高 18百万円

※４　関係会社に対するものは次のとおりであります。

　　　 投資有価証券(株式）               　118百万円

   (うち、共同支配企業に対する投資の金額 　118百万円)

※４　関係会社に対するものは次のとおりであります。

　　　 投資有価証券(株式）                105百万円

   (うち、共同支配企業に対する投資の金額  105百万円)

※５　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。

　　　 受取手形                           　 81百万円

       支払手形                           　164百万円

       設備関係支払手形                    　77百万円

――――――

　　　 

株式会社フコク（5185）平成 20 年３月期決算短信

－ 19 －



（連結損益計算書関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 　　　　　　　　　　　　   　 931百万円

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 　　　　　　　　　　　　      897百万円

※２　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具　　　　　  　13百万円

  　　　工具、器具及び備品　　　　    　19百万円

        土地                             0百万円

※２　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具　　　　　     44百万円

  　　　工具、器具及び備品　　　　       21百万円

        土地                             20百万円

※３　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

   　　 工具、器具及び備品　　         　1百万円

※３　固定資産売却損の内訳

        機械装置及び運搬具　　　　        1百万円

        土地                              4百万円

※４　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

工具、器具及び備品 　　　　   　10百万円

※４　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 　　　　　　       5百万円　

機械装置及び運搬具　　　 　     109百万円

工具、器具及び備品 　　　　       6百万円

（連結株主資本等変動計算書関係）

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

(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

(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
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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） 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  ストック・オプションとして

の新株予約権
      － 　 －     －    －    － ３ 

 合計  －  －  －  －  － ３ 

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

平成19年11月６日

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

    次のとおり、決議を予定しております。

（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20年６月26日

定時株主総会
普通株式 171 利益剰余金 10 平成20年３月31日 平成20年６月27日

（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18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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

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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

（百万円） （百万円）

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

現金及び預金勘定 4,626

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 3,937

（リース取引関係）

 　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。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20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）
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）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

（１）株式 127 573 445 137 442 305

（２）債券

①　国債・地方

債
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

（３）その他 － － － － － －

小計 127 573 445 137 442 305

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

（１）株式 29 24 △4 14 12 △1

（２）債券

①　国債・地方

債
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

（３）その他 － － － － － －

小計 29 24 △4 14 12 △1

合計 157 597 440 151 454 303

(注)   当連結会計年度において、時価のある株式について４百万円減損処理を行っております。なお、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。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

340 222 － 28 24 －

３．時価のない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 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 1

　非上場外国債券 1 1
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（デリバティブ取引関係）

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　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

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）取引の利用目的

借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を利用しております。

 ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金 

特例処理の要件を充たす金利スワップについては、特例処理を行っております。 

(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクはほとんどないと認識しております。

また、取引相手は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

(5）取引に係るリスク管理体制

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等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。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものでは

ありません。

２　取引の時価等に関する事項

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。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

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）取引の利用目的

借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を利用しております。

 ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金 

特例処理の要件を充たす金利スワップについては、特例処理を行っております。 

(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクはほとんどないと認識しております。

また、取引相手は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

(5）取引に係るリスク管理体制

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等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。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものでは

ありません。

２　取引の時価等に関する事項

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。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、提出会社では昭和39年７月より、また、一部の国内連

結子会社では昭和45年９月より、それぞれ適格退職年金制度を設けております。

なお、一部の海外連結子会社では、退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

 (1) 退職給付債務（百万円）  △3,146 △3,256

 (2) 年金資産（百万円）  2,765 2,798

 (3) 小計(1)+(2)  △381 △458

 (4) 前払年金費用（百万円）  15 43

 (5) 退職給付引当金（百万円）  △396 △502

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1) 勤務費用（百万円）  270 262

(2) 利息費用（百万円）  45 47

(3) 期待運用収益（減算）(百万円)  △23 △23

(4) 数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
△5 56

(5) 割増退職金（百万円）  8 2

(6) その他（注）（百万円）  307 327

(注） 当社及び一部の国内連結子会社は適格退職年金の他、総合設立の厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出

に対応する年金資産の額を合理的に算出することが出来ない為、当該年金基金への拠出額を退職給付費用として処理

しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1) 割引率（％）  1.9 1.9

(2) 期待運用収益率（％）  1.0 1.0

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

なお、数理計算上の差異の処理年数については、発生時に全額費用処理しております。

  （ストック・オプション等関係）

 　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。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（百万円）

繰延税金資産

 減損損失 42

 ソフトウエア否認 41

 投資有価証券評価損 59

 貸倒引当金損金算入限度超過額 22

 未払事業税 33

 賞与引当金 248

 退職給付引当金 91

 役員退職慰労引当金 162

 その他 322

 評価性引当額 △211

 繰延税金資産計 812

 

繰延税金負債

 建物等圧縮積立金 39

 土地圧縮積立金 68

 在外子会社の留保利益 375

 その他有価証券評価差額金 151

 その他 2

 繰延税金負債計 636

 繰延税金資産の純額 175

 　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

（百万円）

流動資産－繰延税金資産 371

固定資産－繰延税金資産 42

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 239

（百万円）

繰延税金資産

 投資有価証券評価損 64

 貸倒引当金損金算入限度超過額 33

 未払事業税 24

 未払費用 63

 賞与引当金 301

 退職給付引当金 157

 役員退職慰労引当金 164

 子会社繰越欠損金 275

 その他 357

 評価性引当額 △597

 繰延税金資産計 846

 

繰延税金負債

 建物等圧縮積立金 48

 土地圧縮積立金 68

 在外子会社の留保利益 427

 その他有価証券評価差額金 118

 その他 19

 繰延税金負債計 681

 繰延税金資産の純額 164

 　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

（百万円）

流動資産－繰延税金資産 415

固定資産－繰延税金資産 56

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 307

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

（％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△0.4

住民税均等割 0.6

外国法人税額控除等 △3.6

外国税率との差異 △7.6

在外子会社留保利益 2.0

評価性引当額の増減 1.5

その他 1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.2
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（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）

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 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

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 42,648 4,603 47,252 (19) 47,232

減価償却費 2,650 215 2,865 － 2,865

資本的支出 4,428 386 4,815 － 4,815

（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。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日  至　平成20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）

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 48,387 8,018 56,405 － 56,405

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
17 171 188 (188) －

計 48,405 8,189 56,594 (188) 56,405

営業費用 45,865 7,961 53,826 (188) 53,638

営業利益 2,539 227 2,767 (0) 2,767

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 42,480 4,902 47,383 (13) 47,369

減価償却費 2,992 328 3,321 － 3,321

資本的支出 3,671 366 4,038 － 4,038

（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.　会計方針の変更

（当連結会計年度）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。この変更に伴い、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71百万円、その他事業が16百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減

少しております。

４.　追加情報

（当連結会計年度）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、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。この変更に伴い従来

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112百万円、その他事業が２百万円増加し、

営業利益はそれぞれ同額減少しております。　
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ｂ．所在地別セグメント情報

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）

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 40,727 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

Ⅱ　資産 35,777 12,457 48,234 (1,002) 47,232

（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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日  至　平成20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）

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 42,818 13,587 56,405 － 56,405

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高
881 2,138 3,019 (3,019) －

計 43,699 15,725 59,425 (3,019) 56,405

営業費用 42,159 14,894 57,053 (3,414) 53,638

営業利益 1,540 831 2,371 395 2,767

Ⅱ　資産 34,626 13,648 48,274 (905) 47,369

（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．会計方針の変更

（当連結会計年度）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較

して、「日本」の営業費用は88百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

４. 追加情報

（当連結会計年度）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、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。この変更に伴い従来

の方法によった場合と比較して、「日本」の営業費用は115百万円増加し、営業利益は同額減少しております。
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ｃ．海外売上高

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、当社及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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日  至　平成20年３月31日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高

（百万円）

2,717 11,945 482 15,145

Ⅱ．連結売上高

（百万円）

－ － － 56,405

Ⅲ．連結売上高に占める

海外売上高の割合(%)

4.8 21.2 0.9 26.9

（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、マレーシア、フィリピン

　　　３．海外売上高は、当社及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。

（関連当事者との取引）

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）

 該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

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株当たり当期純利益
  103円38銭

１株当たり純資産額     1,295円21銭

１株当たり当期純利益        90円41銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
   90円31銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,778 1,551

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,778 1,551

期中平均株式数（千株） 17,143 17,166

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 63 18

（うち新株予約権） (63) (18)

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15年６月27日　　 

 普通株式　

11,000株

 新株予約権の数

 110個

 

 新株予約権

 株主総会の特別決議

 平成17年６月23日

 普通株式　 

 70,000株

 新株予約権の数

 700個

 

 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

 

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第 54 期

（平成19年３月31日）
第 55 期

（平成20年３月31日）
対前年比

科目
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 3,484  2,633  △851

２．受取手形  ※５ 1,361  1,601  239

３．売掛金  ※３ 8,118  7,825  △292

４．製品 534  599  65

５．原材料 208  219  10

６．仕掛品 496  682  185

７．貯蔵品 33  46  12

８．前払費用 38  41  2

９．繰延税金資産 350 359 9

10．未収入金 ※３ 1,125 1,118 △7

11．その他 53 43 △9

流動資産合計 15,804 47.6 15,170 46.7 △634

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 2,455 2,992 536

２．構築物 326 374 48

３．機械及び装置 ※２ 4,849 4,550 △298

４．車輌運搬具 9 7 △1

５．工具、器具及び備品 594 622 28

６．土地 ※２ 3,341 3,281 △59

７．建設仮勘定 218 29 △189

有形固定資産合計 11,795 35.6 11,859 36.5 63

(2)無形固定資産

１. ソフトウエア － 25 25

２. その他 7 7 －

無形固定資産合計 7 0.0 33 0.1 25
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第 54 期

（平成19年３月31日）
第 55 期

（平成20年３月31日）
対前年比

科目
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)

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券  478  358  △119

２．関係会社株式 4,883  4,211  △671

３．関係会社長期未収入
金

107 77 △30

４．関係会社長期貸付金 － 342 342

５．長期前払費用 6 － △6

６．繰延税金資産 382 135 △246

７．保険積立金 223 213 △10

８．その他 154 158 2

９．貸倒引当金 △56 △60 △4

10．関係会社投資損失引
当金

△610 － 610

投資その他の資産合計 5,570 16.8 5,437 16.7 △133

固定資産合計 17,374 52.4 17,330 53.3 △43

資産合計 33,179 100.0 32,500 100.0 △678

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  ※５ 665  486  △178

２．買掛金  6,589  6,489  △100

３．短期借入金 ※２ 1,770  1,450  △320

４．一年以内返済予定長期
借入金

※２ 1,260  1,022  △238

５．未払金 1,342  1,064  △277

６．未払費用 214 226 11

７．未払法人税等 385 218 △166

８．未払消費税等 38 31 △7

９．賞与引当金 614  670  56

10．設備関係支払手形  ※５ 217 103 △113

11．その他 32 40 7

流動負債合計 13,131 39.6 11,803 36.3 △1,328
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第 54 期

（平成19年３月31日）
第 55 期

（平成20年３月31日）
対前年比

科目
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)

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 1,819  2,257  437

２．退職給付引当金 103  196  93

３．役員退職慰労引当金 401  361  △40

固定負債合計 2,324 7.0 2,815 8.7 491

負債合計 15,456 46.6 14,618 45.0 △837

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,395 4.2  1,395 4.3 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,514   1,514    

(2）その他資本剰余金  49   49    

資本剰余金合計   1,563 4.7  1,563 4.8 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  262   262    

(2）その他利益剰余金         

建物等圧縮積立金  57   48    

土地圧縮積立金  96   96    

別途積立金  10,750   11,250    

繰越利益剰余金  3,616   3,361    

利益剰余金合計   14,782 44.6  15,018 46.2 235

４．自己株式   △236 △0.7  △236 △0.7 △0

株主資本合計   17,505 52.8  17,740 54.6 235

Ⅱ　評価・換算差額等         

　　その他有価証券評価差
額金

  217 0.6  137 0.4 △79

評価・換算差額等合
計 

  217 0.6  137 0.4 △79

Ⅲ　新株予約権   － －  3 0.0 3

純資産合計   17,722 53.4  17,881 55.0 158

負債純資産合計   33,179 100.0  32,500 100.0 △678
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(2）損益計算書

  
第 54 期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第 55 期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

対前年比

科目
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 32,069 100.0 34,088 100.0 2,019

Ⅱ　売上原価

１．製品期首たな卸高 513 534

２．当期製品製造原価   ※５ 26,090 28,121

合計 26,604 28,656

３．製品期末たな卸高 534 26,069 81.3 599 28,056 82.3 1,986

売上総利益 5,999 18.7 6,032 17.7 32

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５,６

１．給料 1,826 1,890

２．福利厚生費 73 76

３．退職給付費用 128 144

４．法定福利費 213 214

５．旅費交通費 184 213

６．支払手数料 321 415

７．賃借料 194 206

８．運賃 593 621

９．試験研究費 48 17

10．減価償却費 262 250

11．役員退職慰労引当金繰
入額

38 32

12．賞与引当金繰入額 254 275

13．その他 515 4,653 14.5 551 4,910 14.4 256

営業利益 1,345 4.2 1,122 3.3 △223

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息  9 10

２．受取配当金 ※１ 104 161

３．ロイヤルティ収入 ※１ 316 390

４．その他  67 496 1.6 90 652 1.9 155

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 75 98

２．金型除却損 5 －

３．為替差損 3 88

４．その他 1 86 0.3 14 201 0.6 114

経常利益 1,756 5.5 1,573 4.6 △183
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第 54 期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第 55 期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

対前年比

科目
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)

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 0 58

２. 投資有価証券売却益 221 0

３．関係会社株式売却益 1   －    

４．積立保険返戻金 － 224 0.7 18 77 0.2 △147

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ 2 4

２．固定資産除却損 ※４ 99 113

３．関係会社投資損失引当
金繰入額

610 －

４．関係会社株式評価損 ※７ 54 83

５．投資有価証券評価損 － 4

６. 貸倒引当金繰入額  － 766 2.4 4 209 0.6 △556

税引前当期純利益 1,214 3.8 1,440 4.2 226

法人税、住民税及び事
業税

840 570

法人税等調整額 △251 588 1.8 291 861 2.5 273

当期純利益 625 2.0 579 1.7 △46
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(3）株主資本等変動計算書

第54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

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

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 1,553 262 80 96 10,250 3,877 14,566 △255 17,259

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

自己株式の
処分

  10 10      － 19 30

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)

－ － 10 10 － △22 － 500 △261 216 19 246

平成19年３月31
日　残高
(百万円)

1,395 1,514 49 1,563 262 57 96 10,750 3,616 14,782 △236 17,505

評価・換算差額等

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)

412 412 17,671

事業年度中の変動
額
圧縮積立金の取
崩（注）

 － －

別途積立金の積
立（注）

 － －

圧縮積立金の取
崩

 － －

剰余金の配当
（注）

 － △171

剰余金の配当  － △171

役員賞与（注）  － △66

当期純利益  － 625

自己株式の
取得

 － △0

自己株式の
処分

 － 30

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額）

△194 △194 △194

事業年度中の変動
額合計
(百万円)

△194 △194 51

平成19年３月31
日　残高
(百万円)

217 217 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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第55期（自　平成19年４月１日　至　平成20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

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

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩     △9   9  －

別途積立金の積立       500 △500  －

剰余金の配当        △343  △343

当期純利益        579  579

自己株式の
取得

        △0 △0

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)

－ － － － △9 － 500 △254 △0 235

平成20年３月31日　
残高
(百万円)

1,395 1,514 49 262 48 96 11,250 3,361 △236 17,740

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

平成19年３月31日　
残高
(百万円)

217 － 17,722

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △343

当期純利益   579

自己株式の
取得

  △0

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

△79 3 △76

事業年度中の変動額合
計
(百万円)

△79 3 158

平成20年３月31日　
残高
(百万円)

137 3 17,881
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重要な会計方針

項目
第 54 期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第 55 期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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

総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

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） 

(2)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

　　 同左

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

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1)製品、原材料、仕掛品

総平均法による原価法

(1)製品、原材料、仕掛品

　　　　同左

(2)貯蔵品

最終仕入原価法

(2)貯蔵品

　　　　同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

定率法（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

機械及び装置　10～14年

(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、当事業年度

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は改正後の法

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

税引前当期純利益は、それぞれ71百万

円減少しております。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、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

税引前当期純利益は、それぞれ115百万

円減少しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

　　　　同左

　なお、自社利用のソフトウエアにつ

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。
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項目
第 54 期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第 55 期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

４．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。

(1)貸倒引当金

　　　　同左

(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)　　　――――――

 

(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

(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。

(4)退職給付引当金

　　　　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。

(5)役員退職慰労引当金

　　　　同左

５．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
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項目
第 54 期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第 55 期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

６．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。

 

(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

 

 

 

 

７．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

  消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。

  消費税等の会計処理

　　　　同左
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会計処理方法の変更

第 54 期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第 55 期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

 （役員賞与に関する会計基準） ――――――

  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） ――――――

　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

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

  前事業年度まで、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「関係会社出資

金」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、当事業年度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958百万円増加しております。

――――――

 ――――――   （損益計算書）

  前事業年度まで、営業外費用に区分掲記しておりまし

た「金型除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、

当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて表示し

ております。この変更により、「その他」は１百万円増

加しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第 54 期
（平成19年３月31日）

第 55 期
（平成20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

23,567百万円 24,086百万円

※２　担保に供しているもの ※２　担保に供しているもの

担保に供している資産
（百万円）

担保されている債務
（百万円）

建物 202 短期借入金 171

機械及び装置 12 長期借入金 1,618

土地 483

 長期借入金には一年以内返済予定額を含んでおります。

担保に供している資産
（百万円）

担保されている債務
（百万円）

建物 184 短期借入金 150

機械及び装置 8
一年以内返済予

定長期借入金
186

土地 483 長期借入金 1,027

 

上記のうち工場財団分 上記のうち工場財団分

建物 12 短期借入金 171

機械及び装置 12 長期借入金 528

土地 98

建物 10 短期借入金 150

機械及び装置 8
一年以内返済予

定長期借入金
146

土地 98  長期借入金 402

※３　関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

※３　関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

売掛金 558百万円

未収入金 848百万円

売掛金 530百万円

未収入金 790百万円
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第 54 期
（平成19年３月31日）

第 55 期
（平成20年３月31日）

４　偶発債務 ４　偶発債務

(1)保証債務 (1)保証債務

保証先 保証金額 内容

㈱東京ゴム製作所     748百万円 銀行借入

ポリマー技研工業㈱  　    60百万円 銀行借入

韓国フコク㈱
 　   　　52百万円

 ( 420,000千ウォン）
銀行借入

㈱フコク東海ゴム

インドネシア

    133百万円
（50千米ドル）

銀行借入

上海フコク有限公司
    454百万円
(16,625千元）

銀行借入

フコクゴム（上海）有

限公司

      75百万円

  
銀行借入

東莞フコク有限公司
    190百万円

(764千米ドル）
銀行借入

フコク

アメリカインク
  1,509百万円
(12,800千米ドル) 

銀行借入

計   　 3,223百万円  

  (注)保証金額の(　)内は、外貨建保証金額の内数で

      あります。

     (２)受取手形割引高   99百万円

保証先 保証金額 内容

㈱東京ゴム製作所         626百万円 銀行借入

ポリマー技研工業㈱          80百万円 銀行借入

㈱フコク東海ゴム

インドネシア
97百万円 銀行借入

上海フコク有限公司 347百万円 銀行借入

フコクゴム（上海）有

限公司
37百万円 銀行借入

東莞フコク有限公司 317百万円 銀行借入

青島フコク有限公司 235百万円 銀行借入

フコク

アメリカインク 1,041百万円 銀行借入

計 2,784百万円  

   

 

 ――――――

※５ 事業年度末日満期手形

     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。   

      受取手形                           　81百万円

      支払手形                          　164百万円

      設備関係支払手形                   　77百万円

              　　  ――――――
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（損益計算書関係）

第 54 期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第 55 期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取配当金 94百万円

ロイヤルティ収入 300百万円

受取配当金 154百万円

ロイヤルティ収入 370百万円

※２　固定資産売却益の内訳

  土地　　　　　　　 　          0百万円

         機械及び装置　　　　　　　 　  0百万円

※２　固定資産売却益の内訳

  土地　　　　　　　 　         20百万円

         機械及び装置　　　　　　　  　37百万円

※３　固定資産売却損の内訳

  機械及び装置　　　　　　　　 　2百万円

         車輛運搬具　　　　　　　　　   0百万円

※３　固定資産売却損の内訳

         土地　　　　　　　　　　　     4百万円

※４　固定資産除却損の内訳

  建物　　　　　　　           　7百万円

  構築物　　　　　　　           0百万円

         機械及び装置　　　　　　　　　81百万円

  車輛運搬具　　　　　　　　　　 0百万円

  工具、器具及び備品　　　　　 　9百万円

※４　固定資産除却損の内訳

  建物　　　　　　　             3百万円

  構築物　　　　　　　           2百万円

         機械及び装置　　　　　　　   104百万円

  車輛運搬具　　　　　　　　　　 0百万円

  工具、器具及び備品　　　　　   3百万円

 ※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　 　　　　　931百万円

 ※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　 　　　　  897百万円

※６　販売費に属する費用のおおよその割合は20％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は80％で

あります。

※６　販売費に属する費用のおおよその割合は20％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は80％で

あります。

―――――― ※７　関係会社株式評価損の内訳

関係会社株式減損処理額　 693百万円

関係会社投資損失引当金戻入額 610百万円

  差引 83百万円

（株主資本等変動計算書関係）

前期（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 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。

当期（自　平成19年４月１日　至　平成20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 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。

　（リース取引関係）

  　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。
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（有価証券関係）

前期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）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。

（税効果会計関係）

第 54 期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第 55 期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （百万円)

減価償却超過額 6

少額減価償却資産 18

減損損失 42

ソフトウエア否認 41

投資有価証券評価損 59

関係会社株式評価損 341

ゴルフ会員権評価損 27

技術導入費用 19

貸倒引当金損金算入限度超過額 22

関係会社投資損失引当金 247

未払役員賞与 20

未払事業税 33

賞与引当金 248

退職給付引当金 41

役員退職慰労引当金 162

  その他 47

評価性引当額 △391

繰延税金資産合計 987

繰延税金負債

建物等圧縮積立金 39

土地圧縮積立金 68

その他有価証券評価差額金 148

繰延税金負債合計 255

繰延税金負債の純額 732

繰延税金資産 （百万円)

減価償却超過額 26

少額減価償却資産 15

投資有価証券評価損 61

関係会社株式評価損 621

ゴルフ会員権評価損 27

技術導入費用 8

貸倒引当金損金算入限度超過額 24

未払役員賞与 18

未払事業税 22

賞与引当金 271

退職給付引当金 79

役員退職慰労引当金 146

  その他 39

評価性引当額 △673

繰延税金資産合計 690

繰延税金負債

建物等圧縮積立金 32

土地圧縮積立金 68

その他有価証券評価差額金 93

繰延税金負債合計 194

繰延税金負債の純額 495

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△0.5

住民税均等割 1.2

外国法人税額控除等 △4.4

評価性引当額の増減 1.8

過年度法人税,住民税及び事業税 3.0

その他 3.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.5

（％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△0.7

住民税均等割 1.0

外国法人税額控除等 △6.3

評価性引当額の増減 19.8

その他 2.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.8
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（１株当たり情報）

第 54 期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第 55 期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

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株当たり当期純利益
  36円38銭

１株当たり純資産額        1,041円49銭

１株当たり当期純利益      33円74銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
    33円70銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
第 54 期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第 55 期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 625 579

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 625 579

期中平均株式数（千株） 17,143 17,166

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 63 18

（うち新株予約権） (63) (18)

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15年６月27日　　 

 普通株式　

11,000株

 新株予約権の数

 110個

 

 新株予約権

 株主総会の特別決議

 平成17年６月23日

 普通株式　 

 70,000株

 新株予約権の数

 700個

 

 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

 

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。
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６．その他
役員の異動（平成20年６月26日付）

①代表取締役の異動

　　代表取締役の追加選定予定

　　　　　　　　　代表取締役副社長　　　   河本　次郎（現取締役副社長）

　　　　　　　　　※　なお、代表取締役社長 河本太郎は、従前どおり、代表取締役社長の職務を継続して遂行い

                    たします。

②その他の役員の異動　　　　

　　新任取締役候補　

 　　　　　　　　 取締役　　　　　　　　　 吉田　孝雄（現執行役員技術本部副本部長兼加工技術研究所長）　　

 　　　 退任予定取締役　　　

 　　　　　　　　　　 取締役　　　　　　　　   渋谷　良二（辞任）

 　　　　　　　　　　 取締役　　　　　　　　   権　純黙（辞任）

 

        昇任予定取締役

 　　                 常務取締役　　　　　　　 髙橋　壽雄（現取締役技術本部長）

　　    新任監査役候補　　　

　　　　　　　　　　　監査役（社外監査役）　　 山本　敞達（任期満了により退任後、重任）

　　　　　　　　　　　監査役（社外監査役）　　 宮澤　爽（任期満了により退任後、重任）

 

 　　　 役位異動予定監査役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

                      常勤監査役（社外監査役） 鈴木　靖之（現監査役）

　　　　　　　　　　　監査役（社外監査役） 　　宮澤　爽（現常勤監査役）
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