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1.  20年10月期の業績（平成19年11月1日～平成20年10月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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10月期 12,090 6.2 615 11.1 609 10.7 341 99.5
19年10月期 11,383 13.7 553 22.6 550 20.0 170 1.8

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10月期 72.53 ― 11.8 9.6 5.1
19年10月期 36.35 ― 6.4 8.8 4.9

（参考） 持分法投資損益 20年10月期  ―百万円 19年10月期  ―百万円

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10月期 6,532 3,019 46.2 642.09
19年10月期 6,219 2,737 44.0 582.11

（参考） 自己資本   20年10月期  3,019百万円 19年10月期  2,737百万円

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10月期 367 △204 △300 269
19年10月期 590 13 △522 407

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
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年10月期 ― ― ― 12.00 12.00 56 33.0 2.1
20年10月期 ― ― ― 12.00 12.00 56 16.5 2.0

21年10月期 
（予想）

― ― ― 12.00 12.00 ――― 16.5 ―――

3.  21年10月期の業績予想（平成20年11月1日～平成21年10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 7,571 6.8 666 0.8 657 0.4 381 0.5 81.04
通期 12,800 5.9 637 3.6 619 1.6 342 0.5 72.87



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、15ページ「重要な会計方針の変更（表示方法の変更）」をご覧ください。  

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年10月期  4,840,000株 19年10月期  4,840,000株

② 期末自己株式数 20年10月期  137,917株 19年10月期  137,917株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経
営成績に関する分析」をご覧ください。  



(当期の経営成績) 

当事業年度におけるわが国の経済は、米国サブプライム住宅ローン問題に端を発した金融資本市場の

混乱等世界経済の先行き不透明感や、ドル安からの円高を伴い、日本企業とくに輸出関連企業の収益を

圧迫し、生産、設備投資、雇用情勢及び個人消費は鈍化の一途を辿っております。 

当社を取り巻く環境におきましても、原油価格上昇に伴ったタイヤ価格の値上がり等厳しい状況であ

りましたが、既存店舗のリニューアルや新規出店等により店舗販売力を高めるとともに、プライベート

ブランド等高付加価値商品の開発、販売を積極的に推し進めて参りました。 

この結果、当事業年度の売上高は12,090百万円(前事業年度比707百万円、6.2％増)となりました。売

上高を商品別に見ますと、タイヤは売上金額5,821百万円(前事業年度比646百万円、12.5％増)、売上本

数446千本(前事業年度比49千本、12.5％増)となりました。ホイールは売上金額5,037百万円(前事業年

度比13百万円、0.3％増)、売上本数301千本(前事業年度比17千本、6.1％増)となりました。その他売上

金額は1,231百万円(前事業年度比47百万円、6.1％増）となっております。また売上構成比は、タイヤ

48.1％(前事業年度45.5％)、ホイール41.7％(前事業年度44.1％)、その他10.2％(前事業年度10.4％)で

あります。 

当事業年度の経営成績を総括いたしますと、営業利益615百万円(前事業年度比61百万円、11.1％

増)、経常利益609百万円(前事業年度比59百万円、10.7％増)、当期純利益は341百万円(前事業年度比

170百万円、99.5％増)と増収増益を達成することが出来ました。 

(次期の見通し) 

次期の見通しといたしましては、平成20年７月及び12月に新規オープンしたスペシャルブランド店２

店による店舗売上の増加を見込み、売上高は当事業年度比5.9％増の12,800百万円、営業利益は当事業

年度比3.6％増の637百万円、経常利益は当事業年度比1.6％増の619百万円、当期純利益は当事業年度比

0.5％の342百万円となると見込んでおります。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(資産、負債及び純資産の状況) 

①資産 

流動資産は3,199百万円(前事業年度末比281百万円、9.7％増)となりました。主な要因は、現金及

び預金137百万円の減少、商品185百万円の増加、仕入先からのリベートの未収入金121百万円の増加

などによるものであります。(なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、13ページのキャッ

シュ・フロー計算書をご参照ください。) 

固定資産は3,333百万円(前事業年度末比30百万円、0.9％増)となりました。主な要因は、有形固定

資産10百万円の増加、投資その他の資産26百万円の増加などによるものであります。 

この結果、資産合計は6,532百万円(前事業年度末比312百万円、5.0％増)となりました。 

②負債 

流動負債は1,680百万円(前事業年度末比90百万円、5.1％減)となりました。主な要因は、短期借入

金400百万円の減少、買掛金231百万円の増加、未払法人税等93百万円の増加などによるものでありま

す。 

固定負債は、1,832百万円(前事業年度末比120百万円7.0％増)となりました。主な要因は、長期借

入金114百万円の増加などによるものであります。 

この結果、負債合計は3,513百万円(前事業年度末比30百万円、0.9％増)となりました。 

③純資産 

純資産合計は3,019百万円(前事業年度末比282百万円、10.3％増)となりました。主な要因は、繰越

利益剰余金285百万円の増加などによるものであります。 

また、１株当たり純資産は642円09銭、自己資本比率は46.2％となりました。 

(キャッシュ・フローの状況) 

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末比138百万円減の

269百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果獲得した資金は367百万円となりました。(前事業年度は590百万円の獲得) 

主な内訳は、税引前当期純利益609百万円、法人税等の支払額196百万円、棚卸資産の増加額185百

万円、仕入債務の増加額109百万円などによるものであります。 

②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204百万円となりました。(前事業年度は13百万円の獲得) 

主な内訳は、新規出店に係る建設協力金の支払額125百万円、有形固定資産の取得に係る支出109百

万円などによるものであります。 

③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300百万円となりました。(前事業年度は522百万円の使用) 

主な内訳は、短期借入金の減少額400百万円、長期借入による収入額500百万円、長期借入金の返済

による支出額345百万円、配当金の支払額55百万円によるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) 有利子負債は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います。 

  

当社は、株主の皆様に対する長期的利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。中長

期視点から経営基盤の確立と自己資本利益率の向上に努め、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本

方針としております。 

当期の剰余金の配当につきましては、基本方針のもと配当性向及び当社を取り巻く経済環境を総合的

に勘案し、１株当たり12円とさせていただきます。なお、内部留保金につきましては、企業価値向上の

ための投資等に活用し、将来の事業展開を通じて還元させていただく所存です。 

  

平成16年10月期 平成17年10月期 平成18年10月期 平成19年10月期 平成20年10月期

自己資本比率 39.5 42.9 41.5 44.0 46.2

時価ベースの自己資本比率 23.9 32.8 29.5 33.8 17.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

20.0 4.4 26.5 4.0 5.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

6.0 16.1 2.7 12.5 6.9

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社には、企業集団を構成する関係会社はありません。また、当社との間に継続的で緊密な事業上の

関係がある関連当事者もいないため、該当事項はありません。 

  

２ 企業集団の状況
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平成20年10月期中間決算短信(平成20年６月13日開示)により開示を行った内容から重要な変更がない

ため開示を省略いたします。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

http://www.fujicorporation.com/bs/ 

(ジャスダック証券取引所ホームページ(「ＪＤＳ」検索ページ)) 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

利益配分の基本方針に従って、長期的に安定した配当を継続するとともに、企業価値の増大による利

益還元を行うための経営指標として、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）10％を翌事業年度以降３期間の

中期目標といたしました。なお、当事業年度のＲＯＥは11.8％と目標を達成することができましたが、

世界的経済不況の折から、今後もＲＯＥ10％を最低目標として維持できるよう努めてまいります。 

ＲＯＥ推移：平成20年10月期 11.8％  平成19年10月期 6.4％  平成18年10月期 6.6％ 

  

当社は、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定されたコーポレート・ガ

バナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において、

記載している事項と本事項に関する記載事項とが重複するので省略いたします。 

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、(3) 中長期的な会社の経営戦略、(4) 会社の対処すべき課題

(2) 目標とする経営指標

(5) 内部管理体制の整備・運用状況
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年10月31日)

当事業年度 

(平成20年10月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 410,768 273,758

 ２ 売掛金 298,492 334,997

 ３ 商品 2,000,981 2,107,806

 ４ 未着商品 ― 78,642

 ５ 前払費用 32,857 41,324

 ６ 未収入金 144,023 265,113

 ７ 繰延税金資産 21,979 31,477

 ８ １年以内に回収予定の 

   建設協力金
― 59,819

 ９ その他 8,702 6,290

   貸倒引当金 △ 35 △ 35

   流動資産合計 2,917,769 46.9 3,199,194 49.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※１ 976,544 986,410

    減価償却累計額 △ 329,548 646,995 △ 357,853 628,556

  (2) 建物附属設備 ※１ 472,784 494,104

    減価償却累計額 △ 306,973 165,810 △ 334,090 160,013

  (3) 構築物 227,338 227,993

    減価償却累計額 △ 136,108 91,230 △ 148,876 79,116

  (4) 機械及び装置 44,575 44,575

    減価償却累計額 △ 39,255 5,319 △ 40,189 4,385

  (5) 車両運搬具 7,940 1,750

    減価償却累計額 △ 6,427 1,512 △ 1,298 451

  (6) 工具器具及び備品 148,570 150,491

    減価償却累計額 △ 108,389 40,181 △ 103,405 47,086

  (7) 土地 ※１ 1,499,448 1,499,448

  (8) 建設仮勘定 ― 42,000

    有形固定資産合計 2,450,498 39.4 2,461,058 37.7

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 57,724 52,242

  (2) 電話加入権 4,212 4,212

  (3) 水道施設利用権 1,781 1,464

    無形固定資産合計 63,718 1.0 57,919 0.9

 ３ 投資その他の資産

  (1) 出資金 13 13

  (2) 長期貸付金 9,809 8,782

  (3) 長期前払費用 460,762 37,007

  (4) 繰延税金資産 77,939 80,568

  (5) 建設協力金 ― 431,426

  (6) 敷金 157,007 168,169

  (7) 保証金 60,960 60,960

  (8) その他 21,428 27,199

    投資その他の資産合計 787,921 12.7 814,126 12.4

    固定資産合計 3,302,138 53.1 3,333,104 51.0

   資産合計 6,219,907 100.0 6,532,299 100.0
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前事業年度 

(平成19年10月31日)

当事業年度 

(平成20年10月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 473,136 705,094

 ２ 短期借入金 ※１ 500,000 100,000

 ３ １年以内に返済予定の 

   長期借入金
※１ 345,714 385,714

 ４ 未払金 111,061 84,706

 ５ 未払費用 42,997 46,229

 ６ 未払法人税等 95,300 189,000

 ７ 未払消費税等 44,837 9,408

 ８ 前受金 119,782 117,991

 ９ 前受収益 100 100

 10 預り金 7,797 6,415

 11 賞与引当金 29,660 31,750

 12 その他 464 4,431

   流動負債合計 1,770,852 28.5 1,680,841 25.7

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※１ 1,500,714 1,615,000

 ２ 退職給付引当金 17,405 23,487

 ３ 役員退職慰労引当金 193,800 193,800

   固定負債合計 1,711,919 27.5 1,832,287 28.1

   負債合計 3,482,772 56.0 3,513,128 53.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 531,400 8.5 531,400 8.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 568,000 568,000

    資本剰余金合計 568,000 9.1 568,000 8.7

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 6,570 6,570

  (2) その他利益剰余金

    固定資産圧縮積立金 9,995 9,264

    別途積立金 1,300,000 1,309,995 1,300,000 1,309,264

    繰越利益剰余金 353,330 638,654

   利益剰余金合計 1,669,896 26.9 1,954,490 29.9

 ４ 自己株式 △ 32,160 △ 0.5 △ 32,160 △ 0.5

   株主資本合計 2,737,135 44.0 3,021,729 46.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ 繰延ヘッジ損益 ― ― △ 2,558 0.0

   評価・換算差額等合計 ― ― △ 2,558 0.0

   純資産合計 2,737,135 44.0 3,019,170 46.2

   負債純資産合計 6,219,907 100.0 6,532,299 100.0
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成18年11月１日 

 至 平成19年10月31日)

当事業年度 

(自 平成19年11月１日 

 至 平成20年10月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 11,383,381 100.0 12,090,620 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 期首商品たな卸高 2,005,497 2,000,981

 ２ 当期商品仕入高 8,359,327 9,048,466

       合計 10,364,824 11,049,447

 ３ 期末商品たな卸高 2,000,981 8,363,843 73.5 2,186,448 8,862,999 73.3

   売上総利益 3,019,538 26.5 3,227,621 26.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,465,767 21.6 2,612,452 21.6

   営業利益 553,770 4.9 615,169 5.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,621 4,480

 ２ 受取配当金 1 1

 ３ 受取手数料 26,936 16,126

 ４ 雑収入 18,044 47,604 0.4 30,536 51,144 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 47,054 53,147

 ２ シンジケート手数料 3,000 3,000

 ３ 雑損失 483 50,537 0.5 214 56,361 0.5

   経常利益 550,837 4.8 609,952 5.0

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入 392 ―

 ２ 固定資産売却益 ※２ ― 392 0.0 1,261 1,261 0.0

Ⅶ  特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ 11,467 ―

 ２ 固定資産除却損 ※４ 8,716 2,100

 ３ 役員退職慰労引当金繰入 193,800 213,983 1.8 ― 2,100 0.0

   税引前当期純利益 337,246 3.0 609,113 5.0

   法人税、住民税及び 

   事業税
201,311 278,502

   法人税等調整額 △ 34,988 166,322 1.5 △ 10,407 268,095 2.2

   当期純利益 170,924 1.5 341,018 2.8
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前事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

  

 
  

 
(注)1 平成19年1月の定時株主総会における決議事項であります。 

  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

平成18年10月31日残高(千円) 531,400 568,000 6,570

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 (注)1

 当期純利益

  固定資産圧縮積立金の取崩

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ―

平成19年10月31日残高(千円) 531,400 568,000 6,570

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金 

合計  固定資産 

  圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年10月31日残高(千円) 10,791 1,300,000 219,226 1,536,589 △ 32,160 2,603,828

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 (注)1 △ 37,616 △ 37,616 △ 37,616

 当期純利益 170,924 170,924 170,924

  固定資産圧縮積立金の取崩 △ 796 796 ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) △ 796 ― 134,103 133,307 ― 133,307

平成19年10月31日残高(千円) 9,995 1,300,000 353,330 1,669,896 △ 32,160 2,737,135

11

㈱フジ・コーポレーション（7605） 平成20年10月期決算短信（非連結）



当事業年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

平成19年10月31日残高(千円) 531,400 568,000 6,570

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 当期純利益

  固定資産圧縮積立金の取崩

 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(千円) ― ― ―

平成20年10月31日残高(千円) 531,400 568,000 6,570

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金 

合計  固定資産 

  圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成19年10月31日残高(千円) 9,995 1,300,000 353,330 1,669,896 △ 32,160 2,737,135

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △ 56,424 △ 56,424 △ 56,424

 当期純利益 341,018 341,018 341,018

  固定資産圧縮積立金の取崩 △ 730 730 ― ―

 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(千円) △ 730 ― 285,324 284,593 ― 284,593

平成20年10月31日残高(千円) 9,264 1,300,000 638,654 1,954,490 △ 32,160 3,021,729

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年10月31日残高(千円) ― ― 2,737,135

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ― △ 56,424

 当期純利益 ― 341,018

  固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

 株主資本以外の項目の事業年度中の 

 変動額(純額)
△ 2,558 △ 2,558 △ 2,558

事業年度中の変動額合計(千円) △ 2,558 △ 2,558 282,034

平成20年10月31日残高(千円) △ 2,558 △ 2,558 3,019,170
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(4) キャッシュ・フロー計算書

前事業年度 

(自 平成18年11月１日 

 至 平成19年10月31日)

当事業年度 

(自 平成19年11月１日 

 至 平成20年10月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前当期純利益 337,246 609,113

 ２ 減価償却費 99,078 104,954

 ３ 賞与引当金の増加額 5,960 2,090

 ４ 退職給付引当金の増加額 5,756 6,082

 ５ 役員退職慰労引当金の増加額 193,800 ―

 ６ 貸倒引当金の増加額 △ 1,256 ―

 ７ 長期前払費用の減少額 53,433 261

 ８ 受取利息及び受取配当金 △ 2,622 △ 4,481

 ９ 支払利息 47,054 53,147

 10 有形固定資産売却益 ― △ 1,261

 11 有形固定資産除却損 5,076 2,100

 12 投資不動産売却損 11,467 ―

 13 投資不動産除却損 3,640 ―

 14 売上債権の減少(△増加)額 92,159 △ 38,295

 15 たな卸資産の減少(△増加)額 4,515 △ 185,467

 16 仕入債務の増加(△減少)額 △ 77,388 109,266

 17 未払消費税等の増加(△減少)額 57,416 △ 35,429

 18 その他 42,302 △ 7,205

    小計 877,641 614,875

 19 利息及び配当金の受取額 2,623 4,482

 20 利息の支払額 △ 47,699 △ 55,888

 21 法人税等の支払額 △ 242,511 △ 196,146

  営業活動によるキャッシュ・フロー 590,054 367,321

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金等の増加額 △ 677 △ 1,234

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △ 30,203 △ 109,230

 ３ 有形固定資産の売却による収入 ― 1,523

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △ 19,250 △ 13,906

 ５ 投資不動産の売却による収入 68,382 ―

  ６ 建設協力金の支払額 ― △ 125,000

 ７ 建設協力金の回収による収入 ― 59,103

 ８ 貸付による支出 △ 1,000 ―

 ９ 貸付金の回収による収入 2,005 1,015

 10 保証金の支払額 △ 290 ―

 11 敷金の支払額 ― △ 10,000

 12 その他 △ 5,593 △ 6,932

   投資活動によるキャッシュ・フロー 13,373

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の減少額 △ 800,000 △ 400,000

 ２ 長期借入による収入 600,000 500,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 285,714 △ 345,714

 ４ 配当金の支払額 △ 36,938 △ 55,190

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 522,653 △ 300,904

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 80,774 △ 138,244

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 327,070 407,844

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 407,844 269,600

13

㈱フジ・コーポレーション（7605） 平成20年10月期決算短信（非連結）



該当事項はありません。 

  

最近の有価証券報告書(平成20年１月31日提出)における記載から重要な変更がないため、開示を省略

いたします。 

  

 
  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(6) 重要な会計方針

(7) 重要な会計方針の変更

(会計処理の変更)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

（1）減価償却の方法 

 法人税法の改正(「所得税法等の一部を改正する法

律」(平成19年3月30日 法律第6号)及び「法人税法施行

令の一部を改正する政令」(平成19年3月30日 政令第83

号))に伴い、当事業年度から、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。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

―

（2）役員退職慰労引当金の計上基準 

 従来、役員退職慰労金は支出時に費用計上しており

ましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上

の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関

する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成19年

４月13日改正 監査・保証実務委員会報告第42号)の公

表を契機として、同報告により、当事業年度から会社

内規に基づく事業年度末における要支給額を役員退職

慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。 

 これにより、過年度分の役員退職慰労引当金繰入額

193,800千円を特別損失に計上しております。この結

果、従来の方法に比べ、税引前当期純利益は同額減少

しております。 

 なお、過年度において、会社内規に定める上限額に

達しているため、営業利益に与える影響はありませ

ん。

―
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(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

―

(建設協力金)

 前事業年度において、投資その他の資産「長期前払費

用」に含めて表示しておりました「建設協力金」につい

て、より明瞭に財務内容を表示するため、当事業年度よ

り「１年以内に回収予定の建設協力金」及び「建設協力

金」に区分し、「１年以内に回収予定の建設協力金」は

流動資産に、「建設協力金」は投資その他の資産に掲記

しております。

 なお、前事業年度末における「１年以内に回収予定の

建設協力金」の金額は55,578千円、「建設協力金」の金

額は391,152千円であります。

―

(未着商品)

 前事業年度において、流動資産「商品」に含めて表示

しておりました「未着商品」について、財務諸表等規則

第17条に基づき、資産総額の100分の１を超えたため、

当事業年度より「未着商品」として区分掲記しておりま

す。

 なお、前事業年度末における「未着商品」の金額は

20,240千円であります。

(8) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年10月31日)

当事業年度 
(平成20年10月31日)

 

※１ 担保に供されている資産及びこれに対する債務

 (1) 担保に供されている資産

建物及び建物附属設備 402,248千円

土地 1,499,448千円

計 1,901,697千円

   上記に対する債務

短期借入金 406,928千円

１年以内に返済予定の
長期借入金

285,714千円

長期借入金 960,714千円

計 1,653,357千円

 

※１ 担保に供されている資産及びこれに対する債務

 (1) 担保に供されている資産

建物及び建物附属設備 378,308千円

土地 1,499,448千円

計 1,874,757千円

   上記に対する債務

短期借入金 51,964千円

１年以内に返済予定の
長期借入金

285,714千円

長期借入金 675,000千円

計 1,012,678千円

 

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメント総額

4,100,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 3,600,000千円
 

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメント総額

3,700,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 3,600,000千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は54％であり、管理費に属する

費用のおおよその割合は46％であります。

   販売費及び一般管理費の主要科目及び金額は次の

とおりであります。

給与手当 697,985千円

賞与引当金繰入 29,660千円

退職給付費用 6,541千円

支払手数料 180,763千円

広告宣伝費 481,548千円

減価償却費 99,037千円

地代家賃 288,121千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は52％であり、管理費に属する

費用のおおよその割合は43％であります。

   販売費及び一般管理費の主要科目及び金額は次の

とおりであります。

役員報酬 150,600千円

給与手当 736,773千円

賞与引当金繰入 31,750千円

退職給付費用 7,980千円

支払手数料 198,820千円

広告宣伝費 473,269千円

減価償却費 104,954千円

地代家賃 299,263千円

※２

―

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 1,261千円

計 1,261千円

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

投資不動産 11,467千円

計 11,467千円

※３ 

―

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物附属設備 133千円

車両運搬具 55千円

機械及び装置 108千円

工具器具及び備品 4,779千円

投資不動産解体費用 3,640千円

計 8,716千円

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物附属設備 284千円

車両運搬具 16千円

工具器具及び備品 1,799千円

計 2,100千円
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（変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  400株 

  

 
  

 
  

   

  

   

  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 4,840,000 ― ― 4,840,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 137,917 ― ― 137,917

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

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年１月30日 
定時株主総会

普通株式 37,616 8.00 平成18年10月31日 平成19年１月31日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年１月30日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 56,424 12.00 平成19年10月31日 平成20年１月31日

当事業年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 4,840,000 ― ― 4,840,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 137,917 ― ― 137,917

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

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年１月30日 
定時株主総会

普通株式 56,424 12.00 平成19年10月31日 平成20年１月31日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年１月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 56,424 12.00 平成20年10月31日 平成21年１月29日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

※「現金及び現金同等物の期末残高」と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

  現金及び現金同等物の期末残高は次に示すように貸

借対照表に掲記されている「現金及び預金」から預

入期間が３ヶ月を超える定期預金及び別段預金を除

いております。

(平成19年10月31日現在)

現金及び預金 410,768千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△ 2,923千円

現金及び現金同等物期末残高 407,844千円

※「現金及び現金同等物の期末残高」と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

  現金及び現金同等物の期末残高は次に示すように貸

借対照表に掲記されている「現金及び預金」から預

入期間が３ヶ月を超える定期預金及び別段預金を除

いております。

(平成20年10月31日現在)

現金及び預金 273,758千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△ 4,158千円

現金及び現金同等物期末残高 269,600千円

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

車両運搬具
工具器具 
及び備品

合計

取得価額 
相当額

24,366千円 52,111千円 76,477千円

減価償却累 
計額相当額

11,249千円 29,990千円 41,239千円

期末残高 
相当額

13,116千円 22,121千円 35,237千円

車両運搬具
工具器具 
及び備品

合計

取得価額
相当額

28,249千円 40,959千円 69,208千円

減価償却累
計額相当額

12,434千円 26,341千円 38,775千円

期末残高
相当額

15,815千円 14,617千円 30,433千円

②未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 13,837千円

１年超 22,085千円

合計 35,922千円

②未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 17,647千円

１年超 15,233千円

合計 32,881千円

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 18,098千円

減価償却費相当額 16,388千円

支払利息相当額 1,584千円

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 17,930千円

減価償却費相当額 14,194千円

支払利息相当額 1,237千円

④減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とした残存価額を零とする定額

法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利息

法によっております。

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失はありません。

⑤利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

同左
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

当事業年度末に残高がないため、該当事項はありません。 

  

デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

  

  

関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

前事業年度

当事業年度

(デリバティブ取引関係)

前事業年度

当事業年度

(持分法投資損益等)

前事業年度

当事業年度

(関連当事者との取引)

前事業年度

当事業年度
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成19年10月31日)

当事業年度 
(平成20年10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

内訳

 繰延税金資産(流動)

  賞与引当金 11,923千円

  未払事業税等 8,672千円

  未払社会保険料 1,383千円

   繰延税金資産合計 21,979千円

   繰延税金資産純額(流動) 21,979千円

 繰延税金資産(固定)

  退職給付引当金 6,996千円

  役員退職慰労引当金 77,907千円

  自己株式 216千円

   繰延税金資産合計 85,120千円

 繰延税金負債(固定)

  建設協力金 △ 461千円

  固定資産圧縮積立金 △ 6,719千円

   繰延税金負債合計 △ 7,180千円

   繰延税金資産純額(固定) 77,939千円
  

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

 繰延税金資産(流動)

  賞与引当金 12,763千円

  未払事業税等 15,490千円

  未払社会保険料 1,503千円

   繰延税金資産合計 29,757千円

   繰延税金資産純額(流動) 29,757千円

 繰延税金資産(固定)

  退職給付引当金 9,441千円

  役員退職慰労引当金 77,907千円

  自己株式 216千円

   繰延税金資産合計 87,565千円

 繰延税金負債(固定)

  建設協力金 △ 769千円

  固定資産圧縮積立金 △ 6,227千円

   繰延税金負債合計 △ 6,997千円

   繰延税金資産純額(固定) 80,568千円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.2％

  (調整)

   交際費等永久に損金に
   算入されない項目

1.4％

   住民税均等割等 5.4％

   前期修正申告 2.0％

   その他 0.3％

 税効果会計適用後の
 法人税等負担率

49.3％  

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.2％

  (調整)

  交際費等永久に損金に
  算入されない項目

0.6％

   住民税均等割等 3.2％

   その他 △ 0.1％

税効果会計適用後の
法人税等負担率

43.9％

(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

(1) 採用している退職給付制度の概要

  税制適格退職年金制度が終了したため、退職金規程

に基づく社内積立の退職一時金制度を継続して採用

しております。

(1) 採用している退職給付制度の概要

  税制適格退職年金制度が終了したため、退職金規程

に基づく社内積立の退職一時金制度を継続して採用

しております。

 

(2) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 17,405千円

未積立退職給付債務 17,405千円

退職給付引当金 17,405千円

  退職給付の算定にあたり、簡便法を採用しておりま

す。

 

(2) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 23,487千円

未積立退職給付債務 23,487千円

退職給付引当金 23,487千円

  退職給付の算定にあたり、簡便法を採用しておりま

す。

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 6,541千円

退職給付費用合計 6,541千円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 7,980千円

退職給付費用合計 7,980千円
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)

前事業年度

当事業年度

(企業結合等関係)

前事業年度

当事業年度

(開示対象特別目的会社関係)

前事業年度

当事業年度
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該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成18年11月１日 
  至 平成19年10月31日)

当事業年度 
(自 平成19年11月１日 
  至 平成20年10月31日)

１株当たり純資産額 582円11銭 642円09銭

１株当たり当期純利益 36円35銭 72円53銭

潜在株式調整後
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金額

については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

(算定上の基礎）

１. １株当たり純資産額

 純資産の部の 

 合計額
2,737,135千円

 普通株式に係る 

 純資産額
2,737,135千円

 差額の主な内訳 

  該当事項はありません。

 １株当たり純資産

 額の算定に用いら

 れた期末の普通株

 式の数

4,702千株

 ２. １株当たり当期純利益

 損益計算書上の 

 当期純利益
170,924千円

 普通株式に係る 

 当期純利益
170,924千円

 普通株主に帰属しない金額の 

 主要な内訳

 該当事項はありません。

 普通株式の 

 期中平均株式数
4,702千株

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

(算定上の基礎）

１. １株当たり純資産額

 純資産の部の 

 合計額
3,019,170千円

 普通株式に係る 

 純資産額
3,019,170千円

 差額の主な内訳 

  該当事項はありません。

 １株当たり純資産 

 額の算定に用いら 

 れた期末の普通株 

 式の数

4,702千株

２. １株当たり当期純利益

 損益計算書上の 

 当期純利益
341,018千円

 普通株式に係る 

 当期純利益
341,018千円

 普通株主に帰属しない金額の 

 主要な内訳

 該当事項はありません。

 普通株式の 

 期中平均株式数
4,702千株

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

  

(品種別売上高) 

 
  

(形態別売上高) 

 
  

(注) 前事業年度まで開示しておりました店舗別売上高は、店舗数も増えてまいりましたので、当事業年度より形態

別売上高として開示することといたしました。 

５ その他

(1) 役員の異動

(2) 販売の状況

前事業年度 当事業年度

自 平成18年11月１日 自 平成19年11月１日

至 平成19年10月31日 至 平成20年10月31日

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

タイヤ 5,174,996 45.5 5,821,488 48.1

ホイール 5,024,313 44.1 5,037,517 41.7

用品 479,089 4.2 469,596 3.9

作業料 704,982 6.2 762,018 6.3

合  計 11,383,381 100.0 12,090,620 100.0

前事業年度 当事業年度

自 平成18年11月１日 自 平成19年11月１日

至 平成19年10月31日 至 平成20年10月31日

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

業販売上 1,506,475 13.2 1,508,586 12.5

店舗売上 6,994,919 61.5 7,394,955 61.2

通販売上 2,881,985 25.3 3,187,079 26.3

合  計 11,383,381 100.0 12,090,620 100.0
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