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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 7,421 △20.8 △371 ― △376 ― △947 ―

20年3月期 9,367 0.9 239 57.6 193 54.0 259 234.3

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 ％ ％ ％

21年3月期 △67.71 ― △51.3 △4.9 △5.0

20年3月期 18.53 ― 11.1 2.8 2.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  0百万円 20年3月期  2百万円

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

21年3月期 7,728 1,291 16.7 92.32
20年3月期 6,875 2,399 34.9 171.48

（参考） 自己資本  21年3月期  1,291百万円 20年3月期  2,399百万円

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

21年3月期 △467 △623 1,922 1,176
20年3月期 354 277 △940 345

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） 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 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 69 27.0 2.9
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

3,720 △15.8 △30 ― 0 △100.0 0 ― 0.00

通期 7,450 0.4 0 ― 55 ― 35 ― 2.50
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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） 

（注） 詳細は、18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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、24ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 21年3月期 14,000,000株 20年3月期 14,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期 10,186株 20年3月期 8,206株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 6,989 △21.1 △390 ― △388 ― △946 ―

20年3月期 8,861 0.3 220 62.4 220 47.3 281 141.8

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △67.82 ―

20年3月期 20.14 ―

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

21年3月期 7,505 1,122 15.0 80.70
20年3月期 6,631 2,227 33.6 159.19

（参考） 自己資本 21年3月期  1,122百万円 20年3月期  2,227百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれています。  
 当社を取巻く経済情勢、市場動向等にかかわるリスクや不確定要因により、実際の業績が予想と異なる可能性があります。 

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

3,520 △16.4 △35 ― 0 △100.0 0 ― 0.00

通期 7,000 0.2 △15 ― 50 ― 30 ― 2.14
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当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際金融市場

の混乱や株式・為替市場の変動に加え、原油・原材料価格の高騰等により企業収益は大幅に悪化すると

ともに、個人消費の低迷などから景気の先行き不透明感が高まり、総じて景気は深刻な後退局面となっ

ております。  

 このような状況のもとで当社グループは、中期経営計画に基づくさらなる業務改革・財務改革に取り

組んでまいりました。しかしながら自動車市場をはじめとする耐久消費財の需要減少や、海外市場の低

迷の影響を受け売上高が減少いたしました。  

 この結果、当連結会計年度の売上高は前年同期比20.8％減の74億21百万円となりました。利益面にお

きましては、経常損失は３億76百万円となり、当期純損失は９億47百万円となりました。  

部門別の概況は、次のとおりであります。  

（クロス部門）  

 主力の通帳用クロスは、郵貯の民営化移行がほぼ完了したこともあり、売上高が減少しました。また

車両部材用クロス“カテナ”は自動車市場の需要減少にともなう生産調整により大幅に減少しました。 

 この結果、クロス部門全体の売上高は、前年同期比23.0％減の25億17百万円となりました。  

（レザー部門）  

 ビニルレザーは、手帳用素材では市販品用途が増加しました。また今期上市した電線保護用素材が貢

献し、ビニルレザーの売上高は、前年同期比1.5％増の８億80百万円となりました。  

 合成皮革は、介護・衛材・スポーツ手袋用素材は順調に推移しましたが、自動車用シート素材や輸出

を主としたアウトドアーやカジュアル衣料用素材および高級ブランド向けケース用素材は大幅な減少と

なりました。その結果、合成皮革の売上高は、前年同期比23.1％減の29億19百万円となりました。  

 これらの結果、レザー部門全体の売上高は、前年同期比18.6％減の38億円となりました。  

（その他部門）  

 フィルム加工部門は、主要な販売先である電材・光学関連の需要減少にともなう在庫調整があり、大

幅に減少しました。  

 この結果、その他部門全体の売上高は、前年同期比22.9％減の11億３百万円となりました。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

(イ) 資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて１億19百万円増加し、38億３百万円となりました。これは、

主として受取手形及び売掛金が６億79百万円減少し、短期貸付金が８億86百万円増加したこと等により

ます。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて７億32百万円増加し、39億24百万円となりました。これは、

主として有形固定資産が８億48百万円増加し、投資有価証券が１億39百万円減少したこと等によりま

す。 

(ロ) 負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて９億90百万円増加し、47億32百万円となりました。これは、

主として支払手形及び買掛金が７億71百万円減少し、短期借入金が11億60百万円、設備関係未払金が６

億56百万円増加したこと等によります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて９億69百万円増加し、64億36百万円となりました。これは主

として、長期借入金が３億36百万円、リース債務が３億69百万円、繰延税金負債が２億43百万円増加し

たこと等によります。 

(ハ) 純資産 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて11億７百万円減少し、12億91百万円となりました。これは、主

として利益剰余金が10億17百万円減少したこと等によります。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ８億30百万円増加し、当

連結会計年度末には、11億76百万円となりました。 

 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。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における営業活動によるキュッシュ・フローは、前年同期比、８億22百万円減少し、

△４億67百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益が△５億37百万円となり、売掛債権の減

少が６億79百万円、仕入債務の減少が７億71百万円になったこと等によります。 

(ロ) 投資活動によるキュッシュ・フロー 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比、９億円減少し、△６億

23百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出６億14百万円になったこと等によりま

す。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比、28億62百万円増加し、

19億22百万円となりました。これは短期借入金の純増減額が11億円、長期借入による収入が９億円、長

期借入金の返済による支出が４億75百万円、セール・アンド・リースバック取引による収入が５億円と

なったこと等によります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

(2) 財政状態に関する分析

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 平成21年３月期

自己資本比率 28.1 25.7 24.8 34.9 16.7

時価ベースの自己資本比率 42.8 38.1 38.9 28.7 15.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

5.7 8.5 6.2 4.8 △7.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

10.9 7.4 9.0 7.3 △10.9
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当社では、配当については、第一に収益状況に対応した配当を行うことを基本としつつ、純資産配当

率の維持・向上を図ること、ならびに企業体質を強化し、将来の事業展開への備えとして内部留保の充

実などを勘案して決定する方針であります。  

 当期及び次期の配当については、今後の業績見通しを勘案し、１株につき０円を予定としておりま

す。  

内部留保金については、新製品開発及び設備投資に充当し、今後の事業拡大に努める方針であります。 

当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のような

ものがあります。  

 なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末において当社グループが判断したもので

す。  

① 原材料仕入れ価格  

 当社グループは石油関連製品の原材料が多く、原油価格の上昇や需給の状況が、当社グループの業績

に重要な影響を与える恐れがあります。  

② 公的規制  

 平成１８年４月に改正施行された大気汚染防止法のＶＯＣ（揮発性有機化合物）排出規制により、同

規制遵守のために、費用負担の増加が、当社グループの業績に重要な影響を与える恐れがあります。  

③ 金利の変動  

 当社グループは、有利子負債の圧縮に努めておりますが、金利水準が上昇した場合に、支払利息の増

加が、当社グループの業績に重要な影響を与える恐れがあります。  

④ 自然災害  

 地震、風水害等の自然災害や火災等が発生した場合には、生産活動に支障をきたす場合があり、当社

グループの業績に重要な影響を与える恐れがあります。  

⑤新製品開発  

 当社の「コア・コンピタンス」である、「コーティング技術」を駆使した独自製品の「物づくり」を

進めております。しかし、競争力のある独自製品が開発できない可能性があり、当社グループの業績に

重要な影響を与える恐れがあります。  

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 当社グループは、当社及び子会社2社で構成され、クロス、ビニルレザー、合成皮革及びフィルムの製

造・加工・販売を主な内容とし、更に各事業に関連する事業活動を展開しています。当社グループの事業に

係わる位置づけは次のとおりです。  

コーティング関連事業  

 当社がクロス、ビニルレザー、合成皮革及びフィルムの製造、加工・販売をするほか、製品加工の一部を

外部に委託しています。原材料の一部については、親会社である東洋紡績（株）から仕入れています。  

 当社グループの製品の一部は、子会社の（株）三新を通じて販売しています。子会社の東クロエンジニア

リングサービス（株）は当社グループの建物機械等の修理・保全・管理をしています。  

その他事業  

 当社が仕入製品の販売をするほか、子会社の（株）三新を通じて販売しています。  

事業の系統図は次のとおりです。  

 

連結子会社及び関係会社は次のとおりです。  

 親会社       東洋紡績（株）             繊維工業品その他の製造販売  

 連結子会社     （株）三  新             出版関係を主とした販売代理  

 非連結子会社   ※東クロエンジニアリングサービス（株）  建物機械他の修理保全管理  

  注 ※印 持分法適用会社  

  

2. 企業集団の状況
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「わが社は、より良い品質の商品を提供することにより、広く社会の発展に貢献する」を理念とし

て、コーティング技術を軸に「環境」「健康」「文化」に寄与する材を提供する企業であることを目指

しています。  

 当連結会計年度におきましても、魅力ある価値創造のため、環境変化に対応し、企業発展につながる

諸改革を進め、企業価値向上へ向け努力しております。  

  

経営指標の数値的目標としては、総資産経常利益率として、５％達成を目指してまいります。 

毎年３ヵ年の中期計画をローリングさせながら、経済社会の変化に対応した事業構造の変換、資産の

圧縮、キャッシュ・フロー重視など連結経営時代におけるグループとしての効率経営を指向し、財務体

質の強化・改善を図り、利益基盤を固めてまいります。  

当年度を初年度とする中期計画におきましては、  

 「収益性の向上」（全部門の黒字化、キャッシュ・フロー改善）  

 「販売力の強化」（全社員の意識改革、顧客満足度の向上、新商品開発・産業資材分野の拡大）  

 「人的資源の効率化」（正社員一人あたり生産・販売高の向上、間接部門の人員の効率化、社内  

  外教育の強化と多能工化、人件費の変動費化推進）  

 「リスクマネジメント経営の徹底」（環境安全、コンプライアンスルール遵守）  

 「グローバル化への対応」  

を基本方針として、諸対策に取り組んでまいります。  

  

当社の「コア・コンピタンス」である「コーティング技術」を駆使した独自の「ものづくり」をさら

に進めてまいります。  

 製造部門においては、技術・技能伝承をスムーズに行い、高品質・高生産性とともにコスト削減の強

化を進めてまいります。  

 販売・研究開発部門においては、新用途・新市場の開発に人的強化を行い、開発商品のタイムリーな

上市を実施し、販売の拡大を図ってまいります。  

 フィルム事業部においては、市場要求の高度化に対応すべく高度クリーン環境と広幅高速コーティン

グマシンの大型設備を導入しました。新設備による高品質・高付加価値商品の開発と新市場の開発を進

めてまいります。それとともに、既存分野の拡大による操業の安定化とグローバル化を推進してまいり

ます。  

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 255,680 206,293 

受取手形及び売掛金 1,853,471 1,174,419 

たな卸資産 1,331,153 － 

商品及び製品 － 595,744 

仕掛品 － 405,654 

原材料及び貯蔵品 － 276,620 

繰延税金資産 101,799 1,535 

短期貸付金 118,446 1,004,912 

未収還付法人税等 － 59,181 

未収消費税等 － 48,115 

その他 37,582 36,427 

貸倒引当金 △13,740 △4,931 

流動資産合計 3,684,395 3,803,973 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※1 1,036,607 ※1 1,019,503 

機械装置及び運搬具 ※1 981,588 ※1 764,004 

土地 508,771 508,771 

建設仮勘定 75,084 1,169,871 

その他 ※1 100,268 ※1 88,660 

有形固定資産合計 2,702,319 3,550,810 

無形固定資産 19,590 18,024 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 378,490 ※2 238,958 

長期貸付金 1,200 － 

繰延税金資産 18,814 12,556 

その他 78,631 109,915 

貸倒引当金 △7,545 △6,050 

投資その他の資産合計 469,589 355,379 

固定資産合計 3,191,499 3,924,214 

資産合計 6,875,894 7,728,188 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,029,408 1,257,901 

短期借入金 1,010,000 2,170,000 

未払法人税等 121,209 2,469 

賞与引当金 162,602 120,831 

未払金 － 827,681 

リース債務 － 97,891 

その他 418,899 256,224 

流動負債合計 3,742,120 4,732,998 

固定負債 

長期借入金 620,000 985,000 

リース債務 － 369,753 

繰延税金負債 － 243,799 

退職給付引当金 33,693 41,423 

役員退職慰労引当金 30,664 40,855 

その他 50,069 22,861 

固定負債合計 734,426 1,703,693 

負債合計 4,476,546 6,436,691 

純資産の部 

株主資本 

資本金 700,000 700,000 

資本剰余金 68,752 68,752 

利益剰余金 1,559,515 542,226 

自己株式 △1,537 △1,807 

株主資本合計 2,326,730 1,309,171 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 72,617 △17,675 

評価・換算差額等合計 72,617 △17,675 

純資産合計 2,399,347 1,291,496 

負債純資産合計 6,875,894 7,728,188 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 9,367,888 7,421,081 

売上原価 ※2 7,972,225 ※2 6,747,272 

売上総利益 1,395,663 673,809 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 1,156,302 ※1, ※2 1,045,192 

営業利益又は営業損失（△） 239,361 △371,382 

営業外収益 

受取利息 1,922 2,704 

受取配当金 7,228 8,187 

持分法による投資利益 2,928 388 

固定資産賃貸料 3,064 2,418 

貸倒引当金戻入額 3,827 － 

受取補償金 － 16,858 

業務受託手数料 － 9,510 

その他 9,021 10,287 

営業外収益合計 27,993 50,355 

営業外費用 

支払利息 48,222 42,767 

固定資産除却損 20,765 3,588 

その他 4,471 8,779 

営業外費用合計 73,460 55,135 

経常利益又は経常損失（△） 193,894 △376,162 

特別利益 

収用補償金 1,922,671 － 

貸倒引当金戻入額 － 10,735 

特別利益合計 1,922,671 10,735 

特別損失 

減損損失 ※3 715,829 － 

退職給付費用 404,703 5,015 

固定資産圧縮損 ※4 264,315 － 

たな卸資産廃棄損 192,681 － 

損害賠償金 54,215 28,733 

固定資産売却損 ※5 39,387 － 

固定資産処分損 ※6 34,069 ※6 4,750 

特別退職金 － 53,025 

固定資産除却損 － 43,787 

たな卸資産評価損 － 36,737 

特別損失合計 1,705,203 172,047 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

411,362 △537,474 

法人税、住民税及び事業税 146,115 7,063 

法人税等調整額 5,947 402,792 

法人税等合計 152,063 409,855 

当期純利益又は当期純損失（△） 259,298 △947,330 

東洋クロス株式会社（３５５２）平成21年３月期　決算短信

10



(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 700,000 700,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 700,000 700,000 

資本剰余金 

前期末残高 68,752 68,752 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 68,752 68,752 

利益剰余金 

前期末残高 1,370,179 1,559,515 

当期変動額 

剰余金の配当 △69,962 △69,958 

当期純利益又は当期純損失（△） 259,298 △947,330 

当期変動額合計 189,335 △1,017,289 

当期末残高 1,559,515 542,226 

自己株式 

前期末残高 △1,357 △1,537 

当期変動額 

自己株式の取得 △180 △269 

当期変動額合計 △180 △269 

当期末残高 △1,537 △1,807 

株主資本合計 

前期末残高 2,137,574 2,326,730 

当期変動額 

剰余金の配当 △69,962 △69,958 

当期純利益又は当期純損失（△） 259,298 △947,330 

自己株式の取得 △180 △269 

当期変動額合計 189,155 △1,017,559 

当期末残高 2,326,730 1,309,171 

東洋クロス株式会社（３５５２）平成21年３月期　決算短信

11



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 117,997 72,617 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△45,379 △90,292 

当期変動額合計 △45,379 △90,292 

当期末残高 72,617 △17,675 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 117,997 72,617 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△45,379 △90,292 

当期変動額合計 △45,379 △90,292 

当期末残高 72,617 △17,675 

純資産合計 

前期末残高 2,255,572 2,399,347 

当期変動額 

剰余金の配当 △69,962 △69,958 

当期純利益又は当期純損失（△） 259,298 △947,330 

自己株式の取得 △180 △269 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,379 △90,292 

当期変動額合計 143,775 △1,107,851 

当期末残高 2,399,347 1,291,496 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

411,362 △537,474 

減価償却費 367,659 451,639 

減損損失 715,829 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △215,056 7,730 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,105 △41,771 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,014 △10,304 

受取利息及び受取配当金 △9,151 △10,891 

支払利息 48,222 42,767 

固定資産除却損 20,765 47,390 

固定資産処分損益（△は益） 34,069 4,750 

固定資産売却損益（△は益） 39,387 － 

売上債権の増減額（△は増加） 331,000 679,052 

たな卸資産の増減額（△は増加） 120,228 53,133 

仕入債務の増減額（△は減少） 100,282 △771,507 

固定資産圧縮損 264,315 － 

収用補償金 △1,922,671 － 

その他 142,971 △174,516 

小計 455,306 △260,001 

利息及び配当金の受取額 9,151 10,891 

利息の支払額 △48,850 △41,504 

法人税等の支払額 △60,655 △177,384 

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,952 △467,999 

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 △6,029 △12,084 

定期預金の払戻による収入 7,017 6,000 

短期貸付けによる支出 △430,000 － 

短期貸付金の回収による収入 780,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △625,315 △614,032 

有形固定資産の売却による収入 130,000 － 

無形固定資産の取得による支出 △480 － 

投資有価証券の取得による支出 △3,332 △3,442 

固定資産の除却による支出 △34,069 △4,750 

従業員に対する貸付金の回収による収入 440 1,200 

移転補償金の受取額 541,273 － 

移転費用の支払額 △82,258 － 

敷金の差入による支出 － △9,025 

敷金の回収による収入 － 13,051 

投資活動によるキャッシュ・フロー 277,245 △623,084 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △550,000 1,100,000 

長期借入れによる収入 200,000 900,000 

長期借入金の返済による支出 △520,000 △475,000 

配当金の支払額 △70,215 △70,298 

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 500,000 

リース債務の返済による支出 － △32,355 

その他 △180 △269 

財務活動によるキャッシュ・フロー △940,395 1,922,076 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △308,198 830,993 

現金及び現金同等物の期首残高 653,304 345,106 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 345,106 ※1 1,176,100 
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該当事項はありません。 

  

(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】

【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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数  １社

    連結子会社は、「２. 企業集団の状況」に記載

しているため省略しています。

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数  １社

    連結子会社は、「２. 企業集団の状況」に記載

しているため省略しています。

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

    主要な非連結子会社

     東クロエンジニアリングサービス㈱

     (連結範囲から除いた理由)

     非連結子会社は小規模であり、総資産、売上

高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除いています。

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

    主要な非連結子会社

同左

     (連結範囲から除いた理由)

同左

２ 持分法の適用に関する事項

   非連結子会社の東クロエンジニアリングサービス

㈱については持分法を適用しています。

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

   連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してい

ます。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  (イ)有価証券

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 

  (イ)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、売却原価は移動平均法により算定)

    その他有価証券

     時価のあるもの

同左

     時価のないもの 

      移動平均法による原価法

     時価のないもの

同左

  (ロ)たな卸資産 

     総平均法による原価法

  (ロ)たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産 
 総平均法による原価法(収益性の低下による 
 簿価切下げの方法)。

(会計方針の変更) 
当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５

日公表分)を適用しております。  

これにより営業損失、経常損失がそれぞれ27,549

千円増加し、税金等調整前当期純損失が64,286千

円増加しています。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   提出会社の岩国事業所の有形固定資産 

    定額法

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   提出会社の岩国事業所の有形固定資産(リース資 

   産を除く)

    定額法

   その他の有形固定資産

    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、定額法によって

います。

    なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

    建物及び構築物    15～40年

    機械装置及び運搬具  ７～14年

    その他        ３～６年

   その他の有形固定資産(リース資産を除く)

    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、定額法によって

います。

    なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

    建物及び構築物    15～40年

    機械装置及び運搬具  ７年

    その他        ３～６年

 （会計方針の変更）

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、当連結会計年度から、平成19年４

月１日以降に取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しています。

これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益が8,846千円それぞれ減少しています。

(追加情報) 
法人税法の改正((所得税法の一部を改正する法律

平成20年４月30日 法律第23号)及び(減価償却資産

の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令

平成20年４月30日 財務省令第32号))に伴い、当連

結会計年度から、機械及び装置の耐用年数を従来の

７～14年から７年に変更しています。 

これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった

場合に比べ、減価償却費が123,238千円増加し、営業

損失、経常損失、税金等調整前当期純損失が、それ

ぞれ112,849千円増加しています。 

 （追加情報）

当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均等償却する方法によって

います。

これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益が47,412千円それぞれ減少しています。

   無形固定資産

    定額法

    なお、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)に基づく定額法を採用して

います。

   無形固定資産(リース資産を除く)

    定額法
なお、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)に基づく定額法を採用して
います。

  リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリ
ース資産
自己所有の有形固定資産に適用する減価償却方
法と同一の方法を採用しています。 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産 
リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の
所有権移転外ファイナンス・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
計処理によっています。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  (イ)貸倒引当金

債権の回収不能に備えて、一般債権について

は、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しています。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  (イ)貸倒引当金

同左

  (ロ)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えて支給見込

額に基づき計上しています。

  (ロ)賞与引当金

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  (ハ)退職給付引当金

従業員の退職給付の支払に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務に基づき

計上しています。

    （追加情報）

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成

20年１月に退職一時金制度の一部と税制適格

退職年金制度の全てを確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を

適用しています。

本移行に伴う影響額は、特別損失として

404,703千円計上しています。

  (ハ)退職給付引当金

従業員の退職給付の支払に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務に基づき

計上しています。

  (ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職に伴う退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額を計上するこ

ととしています。

  (ニ)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

会計処理によっています。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

─

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  (イ)ヘッジ会計の方法

    金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしており、特例処理を採用している。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  (イ)ヘッジ会計の方法

同左

  (ロ)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) 

    ヘッジ対象‥借入金

  (ロ)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

  (ハ)ヘッジ方針

    デリバティブ取引は、提出会社の内部規定であ

る「デリバティブ取引に関わる管理規定」に基

づき、金利変動リスクをヘッジしており、借入

金の範囲内において行っています。

  (ハ)ヘッジ方針

同左

  (ニ)ヘッジの有効性評価の方法

    金利スワップについては、特例処理の要件に該

当するため、その判定をもって有効性の判定に

代えています。

  (ニ)ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理方法 

    税抜方式によっています。

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

   消費税等の会計処理方法

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

   連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法を採用しています。

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

   のれんは、重要性がないため一括償却していま

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

   連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっています。

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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(7)【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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――― (リース取引に関する会計基準)

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業審議

会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計

制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――― (連結貸借対照表）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20

年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しています。な

お、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品

及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ644,080千円、415,688千円、271,384千円でありま

す。 

 前連結会計年度において、流動負債「その他」に含め

て表示していた「未払金」は負債純資産の合計額の

5/100を越えることとなったため、当連結会計年度より

区分掲記することとしました。 

 なお、前連結会計年度の「未払金」は175,063千円で

あります。

【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（収用に関する事項）

平成17年１月20日、「泉南市都市計画道路信達樽井

線」の整備に係る土地売買契約及び移転補償等に関する

契約を締結し、売却土地の明渡しに向けて、支障となる

建物、機械装置、工作物等の移転、撤去及び代替設備の

建設等の工事を実施し、当連結会計年度において、関連

工事及び作業が完了したため、収用に係る土地売却代

金、物件移転補償金等及び収用に係る費用等は特別利益

として処理しています。

          ─
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

※１ 有形固定資産の金額から直接 
   控除した減価償却累計額

8,666,494千円

 

※１ 有形固定資産の金額から直接 
   控除した減価償却累計額

9,000,562千円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、

次のとおりである。

投資有価証券(株式) 17,264千円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、

次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 17,052千円

 ３ 偶発債務

手形債権流動化に伴う遡及義
務

363,284千円

 ３ 偶発債務

手形債権流動化に伴う遡及義
務

189,740千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

運送費 146,831千円

給料手当 406,299

賞与引当金繰入額 35,641

退職給付費用 5,783

役員退職慰労引当金繰入額 10,403

役員報酬 92,285

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

運送費 121,258千円

給料手当 359,901

賞与引当金繰入額 26,738

退職給付費用 21,445

役員退職慰労引当金繰入額 10,190

役員報酬 91,387

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

一般管理費 53,328千円

当期製造費用 98,646

計 151,974

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

一般管理費 49,212千円

当期製造費用 95,892

計 145,104

※３ 減損損失

当社グループは、事業用資産については事業所単

位でグルーピングを行っています。

岩国事業所における合成皮革事業において、固定

費・変動費の削減を実施するなど収益の改善を図

ってきたが、今後予想される原・燃料費の高騰、

ＶＯＣ規制に伴う処理設備への投資による費用増

等、収益を悪化させる要因が見込まれ、投資額の

回収が見込めなくなったため、当該資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額している。回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、正味売却

価額には資産の見積り処分価額を使用していま

す。

─

  （資産の種類別減損損失金額）

建物及び構築物 111,559千円

機械装置及び運搬具 577,548

その他(工具器具及び備品) 26,722

計 715,829

※４ 固定資産圧縮損

収用による代替資産として取得した資産の取得

価額から直接減額した価額の内訳

建物及び構築物 202,394千円

機械装置 60,650

その他(工具器具及び備品) 1,270

計 264,315

─

※５ 固定資産売却損の内訳

土地 29,725千円

建物その他 9,662

計 39,387

─

※６ 主に機械装置の解体撤去費用であります。 ※６ 主に機械装置の解体撤去費用であります。
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  760株 

  

該当事項なし。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

(株)
増加
(株)

減少
(株)

当連結会計年度末
(株)

普通株式 14,000,000 ─ ─ 14,000,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

(株)
増加
(株)

減少
(株)

当連結会計年度末
(株)

普通株式 7,446 760 ─ 8,206

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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５月15日 
取締役会

普通株式 69,962 5 平成19年３月31日 平成19年６月29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５月８日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 69,958 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,980株 

  

該当事項なし。 

  

 
  

    該当事項なし 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

(株)
増加
(株)

減少
(株)

当連結会計年度末
(株)

普通株式 14,000,000 ─ ─ 14,000,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

(株)
増加
(株)

減少
(株)

当連結会計年度末
(株)

普通株式 8,206 1,980 ─ 10,186

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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５月８日 
取締役会

普通株式 69,958 5 平成20年３月31日 平成20年６月30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
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当社グループの主な事業は、コーティング関連事業であり、クロス、ビニルレザー、合成皮革、フィ

ルムのコーティング加工及び製品販売を行っている。前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平

成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)においては、コ

ーティング関連事業の売上高、営業利益及び資産の金額が、いずれも全セグメントの売上高、営業利益

及び資産の合計額の90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

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

４月１日 至 平成21年３月31日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支

店はありません。 

  

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

４月１日 至 平成21年３月31日)における海外売上高はありません。 

  

  (開示の省略) 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、企業結合等、資産除去債務に関する注記事項については、決算短信における開示の必

要性が大きくないと考えられるために開示を省略します。 

   

(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲載されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定 255,680千円

短期貸付金 118,446

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △29,021

現金及び現金同等物 345,106

 (注) 短期貸付金は、親会社である東洋紡績㈱ならび

に関係会社各社の資金を一元化して効率活用す

ることを目的とした「キャッシュ・マネジメン

ト・システム」により、東洋紡ＧＦＡ㈱へ預託

した随時引出可能な資金であります。

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲載されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 206,293千円

短期貸付金 1,004,912

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △35,105

現金及び現金同等物 1,176,100

 (注)      同左

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地セグメント情報】

【海外売上高】
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失を計上しており、また潜在株式が

ないため記載を省略しています。 

２ 算定上の基礎 

 (1) １株当たり純資産額 

  

 
  

 (2) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

  

 
  

    該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 171円48銭 １株当たり純資産額 92円32銭

１株当たり当期純利益 18円53銭 １株当たり当期純損失 67円71銭

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の
合計額

(千円) 2,399,347 1,291,496

普通株式に係る純資産額 (千円) 2,399,347 1,291,496

差額の主な内訳 (千円) ─ ─

普通株式の発行済株式数 (千株) 14,000 14,000

普通株式の自己株式数 (千株) 8 10

１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数

(千株) 13,991 13,989

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当
期純損失(△)(千円)

259,298 △947,330

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純
損失(△)(千円)

259,298 △947,330

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,992 13,990

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 168,703 103,994 

受取手形 207,034 123,846 

売掛金 1,545,218 981,771 

商品及び製品 605,618 555,295 

仕掛品 414,465 401,492 

原材料及び貯蔵品 269,809 275,427 

前払費用 18,655 22,764 

繰延税金資産 97,671 － 

短期貸付金 118,446 1,004,912 

未収還付法人税等 － 59,181 

未収消費税等 － 48,115 

その他 18,531 13,228 

貸倒引当金 △12,400 △4,300 

流動資産合計 3,451,755 3,585,730 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,050,680 2,117,273 

減価償却累計額 △1,261,399 △1,315,059 

建物（純額） 789,280 802,214 

構築物 734,384 738,607 

減価償却累計額 △487,268 △521,498 

構築物（純額） 247,115 217,108 

機械及び装置 7,026,208 7,026,181 

減価償却累計額 △6,047,618 △6,266,123 

機械及び装置（純額） 978,590 760,057 

車両運搬具 59,760 55,183 

減価償却累計額 △56,761 △51,236 

車両運搬具（純額） 2,998 3,946 

工具、器具及び備品 908,739 930,474 

減価償却累計額 △809,187 △842,673 

工具、器具及び備品（純額） 99,551 87,801 

土地 508,771 508,771 

建設仮勘定 75,084 1,169,871 

有形固定資産合計 2,701,391 3,549,771 

無形固定資産 

ソフトウエア 1,693 1,173 

施設利用権 11,521 10,660 

電話加入権 5,321 5,321 

無形固定資産合計 18,536 17,155 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 349,165 214,715 

関係会社株式 48,950 48,950 

従業員に対する長期貸付金 1,200 － 

破産更生債権等 13,380 12,081 

長期前払費用 13,833 49,474 

繰延税金資産 2,731 － 

その他 36,906 32,086 

貸倒引当金 △6,562 △4,924 

投資その他の資産合計 459,605 352,384 

固定資産合計 3,179,533 3,919,311 

資産合計 6,631,289 7,505,041 

負債の部 

流動負債 

支払手形 306,588 206,586 

買掛金 1,685,158 1,030,212 

短期借入金 550,000 1,650,000 

1年内返済予定の長期借入金 460,000 520,000 

未払金 174,996 826,861 

未払消費税等 41,500 － 

未払法人税等 114,235 － 

未払費用 103,487 98,885 

前受金 6,610 79 

預り金 11,842 9,720 

従業員預り金 66,979 65,338 

賞与引当金 159,000 118,000 

設備関係支払手形 10,718 80,157 

リース債務 － 97,891 

流動負債合計 3,691,118 4,703,733 

固定負債 

長期借入金 620,000 985,000 

繰延税金負債 － 243,799 

退職給付引当金 12,038 16,188 

役員退職慰労引当金 30,664 40,855 

リース債務 － 369,753 

その他 50,069 22,861 

固定負債合計 712,771 1,678,457 

負債合計 4,403,889 6,382,191 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 700,000 700,000 

資本剰余金 

資本準備金 68,752 68,752 

資本剰余金合計 68,752 68,752 

利益剰余金 

利益準備金 178,750 178,750 

その他利益剰余金 

配当引当積立金 70,000 70,000 

固定資産圧縮積立金 390,814 350,834 

別途積立金 540,000 540,000 

繰越利益剰余金 207,986 △768,892 

利益剰余金合計 1,387,551 370,691 

自己株式 △1,537 △1,807 

株主資本合計 2,154,766 1,137,636 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 72,633 △14,785 

評価・換算差額等合計 72,633 △14,785 

純資産合計 2,227,399 1,122,850 

負債純資産合計 6,631,289 7,505,041 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 8,861,185 6,989,865 

売上原価 

製品期首たな卸高 700,705 605,618 

当期製品仕入高 145,651 129,414 

当期製品製造原価 7,539,720 6,336,579 

合計 8,386,078 7,071,612 

他勘定振替高 158,614 45,107 

製品期末たな卸高 605,618 555,295 

売上原価合計 7,621,845 6,471,209 

売上総利益 1,239,339 518,656 

販売費及び一般管理費 1,018,958 909,212 

営業利益又は営業損失（△） 220,381 △390,556 

営業外収益 

受取利息 1,814 2,588 

受取配当金 57,363 15,052 

固定資産賃貸料 3,064 2,418 

貸倒引当金戻入額 3,827 － 

受取補償金 － 16,858 

業務受託手数料 － 9,510 

その他 7,472 10,253 

営業外収益合計 73,543 56,681 

営業外費用 

支払利息 48,204 42,767 

固定資産除却損 20,765 3,588 

その他 4,471 8,683 

営業外費用合計 73,442 55,040 

経常利益又は経常損失（△） 220,481 △388,915 

特別利益 

収用補償金 1,910,307 － 

貸倒引当金戻入額 － 9,738 

特別利益合計 1,910,307 9,738 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別損失 

減損損失 715,829 － 

退職給付費用 404,703 5,015 

固定資産圧縮損 264,315 － 

たな卸資産廃棄損 192,681 － 

損害賠償金 54,215 28,733 

固定資産売却損 39,387 － 

固定資産処分損 34,069 4,750 

特別退職金 － 53,025 

固定資産除却損 － 43,787 

たな卸資産評価損 － 36,737 

特別損失合計 1,705,203 172,047 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 425,585 △551,224 

法人税、住民税及び事業税 135,300 1,000 

法人税等調整額 8,518 394,676 

法人税等合計 143,818 395,676 

当期純利益又は当期純損失（△） 281,766 △946,901 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 700,000 700,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 700,000 700,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 68,752 68,752 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 68,752 68,752 

資本剰余金合計 

前期末残高 68,752 68,752 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 68,752 68,752 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 178,750 178,750 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 178,750 178,750 

その他利益剰余金 

配当引当積立金 

前期末残高 70,000 70,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 70,000 70,000 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 41,059 390,814 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の積立 389,759 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 △40,005 △39,980 

当期変動額合計 349,754 △39,980 

当期末残高 390,814 350,834 

別途積立金 

前期末残高 540,000 540,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 540,000 540,000 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 345,937 207,986 

当期変動額 

剰余金の配当 △69,962 △69,958 

当期純利益又は当期純損失（△） 281,766 △946,901 

固定資産圧縮積立金の積立 △389,759 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 40,005 39,980 

当期変動額合計 △137,951 △976,879 

当期末残高 207,986 △768,892 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,175,747 1,387,551 

当期変動額 

剰余金の配当 △69,962 △69,958 

当期純利益又は当期純損失（△） 281,766 △946,901 

当期変動額合計 211,803 △1,016,860 

当期末残高 1,387,551 370,691 

自己株式 

前期末残高 △1,357 △1,537 

当期変動額 

自己株式の取得 △180 △269 

当期変動額合計 △180 △269 

当期末残高 △1,537 △1,807 

株主資本合計 

前期末残高 1,943,142 2,154,766 

当期変動額 

剰余金の配当 △69,962 △69,958 

当期純利益又は当期純損失（△） 281,766 △946,901 

自己株式の取得 △180 △269 

当期変動額合計 211,623 △1,017,129 

当期末残高 2,154,766 1,137,636 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 117,576 72,633 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△44,943 △87,419 

当期変動額合計 △44,943 △87,419 

当期末残高 72,633 △14,785 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 117,576 72,633 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△44,943 △87,419 

当期変動額合計 △44,943 △87,419 

当期末残高 72,633 △14,785 

純資産合計 

前期末残高 2,060,719 2,227,399 

当期変動額 

剰余金の配当 △69,962 △69,958 

当期純利益又は当期純損失（△） 281,766 △946,901 

自己株式の取得 △180 △269 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,943 △87,419 

当期変動額合計 166,680 △1,104,548 

当期末残高 2,227,399 1,122,850 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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① 代表者の異動  

    該当事項はありません。  

  

 

 ② その他の役員の異動  

   

  １． 退任予定取締役  

    取締役  森川晴義（生産総括部長兼本店（樽井事業所）長） 

         

  ２． 退任予定監査役  

    非常勤監査役 渡辺 賢 （現：東洋紡 化成品事業企画室長兼化成品管理室長）  

  

  ３． 新任監査役候補  

    非常勤監査役 渡邊達郎（現：東洋紡 化成品管理室 主幹）  

  

（注）  

   新任監査役候補者 渡邊達郎氏は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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