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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 466,694 △11.3 7,441 △82.5 6,174 △86.2 652 △97.5

20年3月期 526,331 9.7 42,465 1.9 44,812 △1.3 25,843 4.2

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 3.77 ― 0.3 1.2 1.6
20年3月期 149.44 ― 9.7 8.6 8.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  2,073百万円 20年3月期  3,242百万円

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 509,772 246,130 44.4 1,308.90
20年3月期 532,759 298,247 51.4 1,583.93

（参考） 自己資本   21年3月期  226,329百万円 20年3月期  273,910百万円

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 32,392 △60,913 78,319 82,107
20年3月期 50,535 △60,095 3,195 38,779

2.  配当の状況 

（注） 22年３月期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00 3,461 13.4 1.3
21年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00 2,595 397.9 1.0

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

174,500 △33.1 △12,100 ― △13,400 ― △12,500 ― △72.29

通期 384,000 △17.7 △9,900 ― △12,500 ― △13,200 ― △76.34
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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、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） 

（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、25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 有

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 173,138,537株 20年3月期 173,138,537株

② 期末自己株式数 21年3月期  222,203株 20年3月期  207,757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 202,591 △16.0 690 △95.6 2,098 △88.4 △2,546 ―

20年3月期 241,178 △5.2 15,558 21.4 18,051 22.5 11,447 14.3

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △14.71 ―

20年3月期 66.15 ―

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 294,746 118,320 40.1 683.68
20年3月期 254,261 132,401 52.1 765.04

（参考） 自己資本 21年3月期  118,320百万円 20年3月期  132,401百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 当資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を
含んでいます。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となりえることを予めご承知おきください。実際の業績に影響を与
える重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。 
 ただし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。 
 また、配当予想につきましては、経営環境の先行きが不透明であること、次期の業績が損失予想であることに伴い、現時点では未定とさせていただきま
す。業績の進捗等を見きわめた上で配当予想が固まり次第、速やかに開示いたします。なお、配当の前提については、５ページ「１．（３）利益配分に関する
基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ① 当期の概況 

当連結会計年度の日本経済は原油価格・原材料価格の高騰等の影響を受けながらも、新興国向け輸出に支えられ、

上期は概ね順調に推移しました。しかしながら、下期に入り米国に端を発した金融危機が急激に全世界の実体経済へ

波及し、個人消費の落ち込み、企業の設備投資抑制、輸出の減少等深刻な影響を及ぼしました。 

  

自動車業界は、上期においては新興国向けの輸出が増加し、中国・東南アジアでの生産も好調に推移しました。し

かし、下期に入り金融危機の影響を受け景気が急減速したことにより、世界的規模で新車需要が落ち込み、完成車お

よび補機メーカーは大幅な減産・在庫調整を行いました。 

電子機器業界は、上期においては世界的に携帯電話・ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）の生産が前年実績を上回

ったものの、下期は世界規模の在庫調整により、急激に生産が減少しました。 

事務機業界は、当期のはじめまではカラー化・高機能化の進展により順調に成長してきましたが、景気の悪化と共

に、米国・欧州等の需要が急激に減少しました。さらに、競争激化により部品単価が下落し、高耐久化に伴い補修部

品市場が縮小しました。 

  

以上の結果、当社グループの業績は、売上高は4,666億９千４百万円（前期対比11.3％の減収）となりました。営

業利益は74億４千１百万円（前期対比82.5％の減益）、経常利益は61億７千４百万円（前期対比86.2％の減益）とな

り、また当期純利益は６億５千２百万円（前期対比97.5％の減益）となりました。 

  

 ② 事業の種類別業績 

［シール事業］ 

販売は年度後半より世界規模で新車需要が落ち込んだため、自動車向けの販売が大幅な減少となりました。また建

設機械についても、金融危機以降、世界的な資源開発や新興国を中心としたインフラ整備の中止、延期により生産台

数が減少したため、建設機械向けの販売も減少しました。 

その結果、売上高は2,466億６千６百万円（前期対比13.1%の減収）となりました。営業利益は大幅な減収に加え、

原材料価格の高騰及び償却費負担の増大等により42億６千８百万円（前期対比83.6%の減益）となりました。 

［フレキシブル基板事業］ 

携帯電話向けでは、海外メーカーへの販売は増加したものの、世界規模での需要減少による在庫調整の影響を受け

ました。また、国内メーカーへの販売も国内需要の頭打ち等により減少し、携帯電話向け全体では減収となりまし

た。ＨＤＤ向けでは、価格下落等の減収要因に加えて、海外生産比率が高いため為替変動の影響を受け、大幅な減収

となりました。 

その結果、売上高は1,698億３百万円（前期対比8.6%の減収）となりました。営業利益は大幅な減収に加え、償却

費負担の増大及び為替変動等により、40億６千１百万円（前期対比74.3%の減益）となりました。 

［ロール事業］ 

景気の悪化に伴う企業の設備投資抑制等の影響を受け、世界的に事務機需要が減少しました。さらに、競争激化に

伴い部品単価が下落し、加えて高耐久化に伴う補修部品市場の縮小等の影響により、販売が減少しました。 

その結果、売上高は370億２百万円（前期対比7.9%の減収）となりました。営業損失は、大幅な減収に加え、原材

料価格の高騰、為替変動等により11億５千９百万円となりました。（前期は営業損失１億７千２百万円） 

なお、のれん償却費として当期は15億１千１百万円を負担しております。 

［その他事業］ 

特殊潤滑剤等のその他事業では、売上高は132億２千１百万円（前期対比20.8%の減収）となりました。営業利益

は、主に世界的な需要の減少による大幅な減収により、２億７千２百万円（前期対比68.3%の減益）となりました。 

１．経営成績
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 ③ 所在地別業績 

日本での販売は、シール事業製品、フレキシブル基板事業製品、ロール事業製品とも販売が減少したため、売上高

は2,759億３千２百万円（前期対比15.4%の減収）となりました。営業損失は各事業とも販売の減少に加えて、償却費

負担の増大、原材料費の高騰等の理由により、25億９千８百万円（前期は営業利益272億５千１百万円）となりまし

た。 

アジアでの販売は、シール事業製品、ロール事業製品はほぼ前年並みであったものの、主にタイでのフレキシブル

基板事業製品の低迷及び価格変動等の理由により、売上高は1,772億２百万円（前期対比3.7%の減収）となりまし

た。営業利益はフレキシブル基板事業製品の販売減少に加えて、為替変動等の影響により97億６千９百万円（前期対

比34.4%の減益）となりました。 

 ④ 次期の見通し 

今後の当社グループを取り巻く経営環境につきましては、下期に急激に悪化した世界経済の回復の遅れ、さらなる

深刻化、ならびに為替変動リスク等の懸念により、予断を許さない状況であります。 

自動車業界では、世界的な自動車の販売不振に加え、米国自動車産業の再編等による影響が予測しがたく、取り巻

く環境は厳しさを増しております。 

電子機器業界では、携帯電話・ＨＤＤ等の販売不振、減産による需要の先細り、及びさらなる価格の下落等が懸念

されます。 

事務機業界では、世界的な需要減少と部品の低価格化、及び高耐久化による補修部品市場の縮小が進むと思われま

す。 

  

このような厳しい環境の中、通期の連結業績につきましては、売上高は3,840億円を予想しております。この値は

前期対比17.7％(シール事業：△19.3% フレキシブル基板事業：△12.8% ロール事業△27.0%)の大幅な減収の予想

です。これを受けて営業損失は99億円（前期は営業利益74億４千１百万円）、経常損失は125億円（前期は経常利益

61億７千４百万円）、当期純損失は132億円（前期は純利益６億５千２百万円）を見込んでおります。 

  

このような厳しい事業環境の短期的な回復は困難であると考えております。そのため早期に収益改善を行うことが

急務であるとの判断にたち、後述（３．経営方針の項参照）しております、体質改革２カ年計画を策定し、推進して

まいります。 

この計画達成のための具体的な施策としましては、国内外の生産拠点を再編するとともに、投資の抑制、不採算事

業の見直し等を徹底してまいります。 

また、有利調達の推進、間接部門の効率化、あらゆる原価低減活動、経費節減等により費用の圧縮を図ってまいり

ます。 

   

上記業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づ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

変動等内外の状況変化により、実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 
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(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は、5,097億７千２百万円となり、前連結会計年度末対比で229億８千６百万円の減少

となりました。これは当社グループの資金需要に対応した長短借入を実施したことにより、現金及び預金が増加した

一方で、業容の縮小に伴う売上債権の減少や投資有価証券の評価損、さらに円高の進行による換算額の影響等が減少

の要因となっています。 

負債合計は、2,636億４千１百万円となり、前連結会計年度末対比291億２千９百万円の増加となりましたが、この

要因は主として、長短借入金の増加によるものです。 

純資産は、2,461億３千万円となり、前連結会計年度末対比521億１千６百万円の減少となりました。円高に伴う為

替換算調整勘定や株式市況の悪化によるその他有価証券評価差額金の減少が主な要因となっています。 

 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（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末に比べ433億２千８

百万円増加し821億７百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりで

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、323億９千２百万円で、前年同期比181億４千２百万円の減少となりました。こ

れは主として下期の急激な業績の悪化により、税金等調整前当期純利益が減少したことによるものです。 

 〔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、609億１千３百万円（前年同期比８億１千８百万円の増加）となりました。こ

れは、国内外生産拡充に係る投資等、有形固定資産の取得によるものです。  

 〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動の結果、得られた資金は783億１千９百万円（前年同期比751億２千４百万円の増加）となりました。これ

は主として当社グループの資金需要に備え、長期資金の借入を実施したことによるものです。 

  

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

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。 

（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 

株主の皆様への利益配当金につきましては、基本的には中・長期的な業績に対応して、一定水準の安定した配当を

続けていくことが大切であると考えております。一方では、将来の事業展開や財務体質強化のために、相当額の内部

留保の確保といった観点も重要であり、これらを総合勘案して決定していきたいと考えております。 

当期の配当につきましては、上記方針に加えて急激な経営環境の悪化を勘案いたしまして、一株当たり15円（中間

10円、期末5円）とさせていただく予定です。また次期の配当金につきましては、当社グループを取り巻く事業環境

が引き続き非常に厳しく、かつ不透明であることから、現時点では未定とさせていただきます。 

  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（％）  43.4  48.5  50.7  51.4  44.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 105.8  116.4  68.3  66.2  28.4

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 1.3  1.2  1.5  1.5  4.8

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 37.6  37.5  24.2  21.1  11.2

ＮＯＫ㈱ （7240） 平成21年３月期 決算短信

-5-



(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクとして、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は当期末(平成21年３月31日）現在において判断したものです。 

① シール事業について 

当事業の製品は、自動車業界向けが約７割を占めており、自動車生産・販売動向の影響を受けています。自動車業

界においては、国内完成車メーカーにおける海外生産へのシフト等も進んでいます。 

これに伴い、当社グループを含む部品メーカーに対しては、品質向上や納期厳守は当然のことながら、抜本的な原

価低減、技術革新、グローバルな対応などの要請が従来以上に強まっており、今後においても、当社グループはこれ

らの動向に影響を受ける可能性があります。 

また、主要製品であるオイルシール等については、主に内燃機関（エンジン）に用いられるものでありますが、近

年においては燃料電池自動車、及び電気自動車も開発されています。そのため当社では将来の普及に備え、燃料電池

に搭載可能な新製品等に関する研究開発も進めております。しかしながら、現時点において将来、燃料電池自動車、

及び電気自動車の普及が当社の業績に与える影響を見通すことは困難であります。 

② フレキシブル基板事業について 

当事業におきましては、製品のライフサイクルが短く、かつ技術革新も急速であることから、需給バランスの変動

による業績の振幅が大きく、当社グループの事業にも影響を与える可能性があります。また製品のコモディティ化の

流れの中で韓国及び中国、台湾等のメーカーの台頭もあり、今後より一層の競争激化が生じ、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

③ ロール事業について 

事務機の高機能化にともなう技術革新、ならびに競争激化は著しく、この事業分野の動向に当社グループの業績が

影響を受ける可能性があります。また部品の高耐久化に伴う補修部品市場の縮小も、当事業に影響を及ぼす可能性が

あります。 

④ その他事業について 

主に特殊潤滑剤等の製造、販売等を展開してきましたが、原油価格等に大きく左右される事業のため、今後におい

ても当社グループはこれらの動向に影響を受ける可能性があります。 

⑤ 生産体制について 

当社グループは部品製造企業であり、顧客の海外展開に追随することを基本方針として、生産体制を構築しており

ます。近年において、当社グループの海外生産比率は、顧客の海外進出に伴い上昇する傾向にあります。 

今後、シール事業では、国内自動車メーカーの海外生産シフトに応じて、更に海外生産比率を上昇させていく方針

であり、フレキシブル基板事業においても、より一層海外での生産比率を高めていく見込みです。こうした観点か

ら、当社グループの業績は、為替変動や、事業展開を行う各国の情勢等の影響をより受け易くなる可能性がありま

す。 

また販売の急速な減少に対応すべく生産体制の見直し・効率化を行っていきますが、その整備の進捗状況に当社グ

ループの業績は影響を受ける可能性があります。 

⑥ フロイデンベルグ社との関係について 

当社は昭和35年よりフロイデンベルグ社（以降同社）との間で、資本及び技術提携を行っております。また、当社

グループの事業展開において、同社（グループ企業含む）は、パートナー企業として重要な位置付けを有していま

す。 

現在同社は、投資会社であるフロイデンベルグ・ベタイリグングス・ゲー・エム・ベー・ハーを通じて当社発行済

株式の25.0%を保有する筆頭株主であり、昭和35年の提携以降、同社との関係は継続しております。今後において

も、同社との提携関係は安定的に継続していくものと当社グループは認識しておりますが、同社との提携関係又は同

社の事業戦略等に変化が生じた場合においては、当社グループの事業に対して大きな影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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（１）経営の基本方針 

企業は、株主・従業員・社会の三者の共有物である、というのがＮＯＫグループの基本的考え方であります。これ

に顧客・仕入先・金融機関等を加えた利害関係者、いわゆるステイクホルダーのすべてが誇りを持てる企業、それが

ＮＯＫグループの目指すべき姿と考えております。そのためには、「技術に裏打ちされた独自性ある、かつ社会に有

用な商品を世界中で安く作り、適正価格で売る」ことにより高い収益力を持つ強い企業集団を作り上げることが重要

であると考え、この方針に基づき事業経営を展開しております。 

（２）中・長期的な会社の経営戦略 

当社グループを取り巻く経営環境が今までに経験したことが無いほど急速に悪化し、かつこの状況は一時的な景気

の減速ではないと想定しています。この難局を乗り切り、さらにその後の発展につなげる企業体質の改革を行うこと

が急務であると判断し、平成19年度から開始いたしました３カ年計画を断念して、新たなる計画（体質改革２カ年計

画）を策定いたしました。 

  

平成21年度より体質改革２カ年計画を実行し、抜本的な事業構造の改革、変革を成し遂げるため、諸施策を推進し

てまいります。 

概要は次のとおりです。 

  

１．スローガン 「企業体質の大改革 ―― 智恵と工夫で逆境に立ち向かおう」 

２．期間 平成21年４月1日から平成23年３月31日（2009年度から2010年度） 

３．基本方針 
  
（１）損益分岐点の大幅引き下げ 

いづる  
（２）キャッシュフローの改善（出を制する） 
  
（３）新規拡販（新規製品、市場）の強化 
  
（４）安全・品質・環境の確保 

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 39,756 82,600

受取手形及び売掛金 125,369 87,863

商品及び製品 20,680 21,432

仕掛品 18,749 13,079

原材料及び貯蔵品 12,396 14,616

繰延税金資産 7,121 4,239

その他 11,396 10,370

貸倒引当金 △995 △1,084

流動資産合計 234,475 233,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 125,980 133,669

減価償却累計額 △57,486 △60,537

建物及び構築物（純額） 68,494 73,132

機械装置及び運搬具 238,602 232,203

減価償却累計額 △153,871 △152,715

機械装置及び運搬具（純額） 84,730 79,487

工具、器具及び備品 62,057 58,580

減価償却累計額 △46,083 △45,862

工具、器具及び備品（純額） 15,973 12,717

土地 19,618 18,945

建設仮勘定 12,142 8,242

その他 － 914

有形固定資産合計 200,958 193,439

無形固定資産   

のれん 2,825 1,237

その他 1,686 1,357

無形固定資産合計 4,512 2,594

投資その他の資産   

投資有価証券 59,774 42,692

従業員長期貸付金 8,214 7,791

繰延税金資産 3,066 12,433

その他 21,979 18,010

貸倒引当金 △223 △308

投資その他の資産合計 92,812 80,619

固定資産合計 298,283 276,653

資産合計 532,759 509,772
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（単位：百万円）

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 59,972 34,235

短期借入金 45,706 61,890

未払法人税等 7,255 －

賞与引当金 8,230 4,726

事業構造改善引当金 － 1,959

従業員預り金 15,855 15,920

その他 29,785 19,568

流動負債合計 166,806 138,300

固定負債   

長期借入金 13,724 75,184

繰延税金負債 3,565 －

退職給付引当金 47,546 46,340

役員退職慰労引当金 1,326 1,504

その他 1,542 2,311

固定負債合計 67,705 125,340

負債合計 234,511 263,641

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,335 23,335

資本剰余金 22,451 22,450

利益剰余金 197,464 192,861

自己株式 △223 △241

株主資本合計 243,029 238,406

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,988 9,580

為替換算調整勘定 12,892 △21,656

評価・換算差額等合計 30,881 △12,076

少数株主持分 24,337 19,801

純資産合計 298,247 246,130

負債純資産合計 532,759 509,772
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 526,331 466,694

売上原価 416,275 394,994

売上総利益 110,055 71,700

販売費及び一般管理費   

運賃 11,235 11,287

給料及び手当 17,902 18,714

賞与引当金繰入額 2,214 1,013

退職給付費用 1,768 1,922

研究開発費 9,149 7,952

その他 25,318 23,367

販売費及び一般管理費合計 67,589 64,258

営業利益 42,465 7,441

営業外収益   

受取利息 986 706

受取配当金 973 1,007

持分法による投資利益 3,242 2,073

賃貸料 956 977

その他 1,649 1,548

営業外収益合計 7,808 6,314

営業外費用   

支払利息 2,407 2,825

為替差損 1,986 3,688

その他 1,067 1,067

営業外費用合計 5,461 7,581

経常利益 44,812 6,174

特別利益   

固定資産売却益 140 339

投資有価証券売却益 554 101

退職給付引当金戻入額 － 166

子会社年金制度移行益 496 －

その他 490 135

特別利益合計 1,681 743

特別損失   

固定資産除却損 778 1,945

投資有価証券評価損 1 1,146

事業構造改善引当金繰入額 － 1,966

その他 233 739

特別損失合計 1,014 5,797

税金等調整前当期純利益 45,480 1,121

法人税、住民税及び事業税 13,246 2,438

法人税等調整額 3,261 △3,210

法人税等合計 16,508 △772

少数株主利益 3,128 1,240

当期純利益 25,843 652
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 23,335 23,335

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,335 23,335

資本剰余金   

前期末残高 22,451 22,451

当期変動額   

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 22,451 22,450

利益剰余金   

前期末残高 174,985 197,464

当期変動額   

剰余金の配当 △3,458 △3,458

当期純利益 25,843 652

連結範囲の変動 △2 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △1,778

持分法適用会社の連結範囲の変動 △0 △66

持分法適用会社の会計基準の変更 98 47

当期変動額合計 22,479 △4,603

当期末残高 197,464 192,861

自己株式   

前期末残高 △194 △223

当期変動額   

自己株式の取得 △28 △25

自己株式の処分 － 7

当期変動額合計 △28 △18

当期末残高 △223 △241

株主資本合計   

前期末残高 220,578 243,029

当期変動額   

剰余金の配当 △3,458 △3,458

当期純利益 25,843 652

自己株式の取得 △28 △25

連結範囲の変動 △2 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △1,778

持分法適用会社の連結範囲の変動 △0 △66

持分法適用会社の会計基準の変更 98 47

自己株式の処分 － 6

当期変動額合計 22,450 △4,622

当期末残高 243,029 238,406
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（単位：百万円）

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 29,002 17,988

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,014 △8,408

当期変動額合計 △11,014 △8,408

当期末残高 17,988 9,580

為替換算調整勘定   

前期末残高 8,016 12,892

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,875 △34,549

当期変動額合計 4,875 △34,549

当期末残高 12,892 △21,656

評価・換算差額等合計   

前期末残高 37,019 30,881

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,138 △42,957

当期変動額合計 △6,138 △42,957

当期末残高 30,881 △12,076

少数株主持分   

前期末残高 22,052 24,337

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,284 △4,535

当期変動額合計 2,284 △4,535

当期末残高 24,337 19,801

純資産合計   

前期末残高 279,650 298,247

当期変動額   

剰余金の配当 △3,458 △3,458

当期純利益 25,843 652

自己株式の取得 △28 △25

連結範囲の変動 △2 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △1,778

持分法適用会社の連結範囲の変動 △0 △66

持分法適用会社の会計基準の変更 98 47

自己株式の処分 － 6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,853 △47,493

当期変動額合計 18,596 △52,116

当期末残高 298,247 246,130
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 45,480 1,121

減価償却費 33,692 40,939

貸倒引当金の増減額（△は減少） △129 283

賞与引当金の増減額（△は減少） 225 △3,492

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,723 △2,487

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 150 177

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 1,966

受取利息及び受取配当金 △1,959 △1,714

支払利息 2,407 2,825

為替差損益（△は益） 143 1,557

持分法による投資損益（△は益） △3,242 △2,073

のれん償却額 1,597 1,604

固定資産除売却損益（△は益） 637 1,605

投資有価証券売却損益（△は益） △554 83

投資有価証券評価損益（△は益） 1 1,146

売上債権の増減額（△は増加） △6,251 37,896

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,583 △3,567

仕入債務の増減額（△は減少） 5,372 △17,776

割引手形の増減額（△は減少） △2,091 △15,952

その他 △2,917 △306

小計 66,255 43,835

利息及び配当金の受取額 2,819 2,801

利息の支払額 △2,390 △2,885

法人税等の支払額 △16,149 △11,359

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,535 32,392

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 2,763 213

投資有価証券の取得による支出 △2,163 △2,804

投資有価証券の売却による収入 174 761

有形固定資産の取得による支出 △61,079 △59,575

有形固定資産の売却による収入 1,058 628

無形固定資産の取得による支出 △82 △153

その他 △766 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,095 △60,913
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（単位：百万円）

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） 10,444 14,420

長期借入れによる収入 4,758 77,682

長期借入金の返済による支出 △6,867 △8,621

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △503

配当金の支払額 △3,458 △3,458

少数株主への配当金の支払額 △1,940 △1,180

その他 260 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,195 78,319

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,470 △6,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,894 43,328

現金及び現金同等物の期首残高 42,298 38,779

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

375 －

現金及び現金同等物の期末残高 38,779 82,107
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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
１．たな卸資産の評価基準及び評価方法

２．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

３．リース会計基準

（追加情報）
有形固定資産の耐用年数

[注記事項]
（連結貸借対照表関係）

（単位：百万円）

担保に供している資産 （建物等）
上記への対応債務
保証債務残高
受取手形割引高
受取手形裏書譲渡高
譲渡売掛金未決済高

（連結損益計算書）

（有価証券関係）
１．その他有価証券で時価のあるもの

（単位：百万円）

２．時価評価されていない主な有価証券
（単位：百万円）

（１）満期保有目的の有価証券
非上場債券

（２）その他有価証券
非上場債券
優先出資証券

区分

株 式 39,690

対照表計上額

16,289
276

-

前連結会計年度
取得
原価

連結貸借
差額

取得 連結貸借
差額

原価 対照表計上額

500

-

105
-

下記「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」に掲げる事項以外は、最近の有価証券報告書（平成20年
６月27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しております。

16,267

前連結会計年度 当連結会計年度区分

71

116

9,661 30,028 11,110 27,378

当連結会計年度

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社及び国内連結子会社の製品・仕掛品は主として売価還
元法による原価法、原材料・貯蔵品は総平均法による原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、当社及び国内連結子会社の製品・仕掛品は
主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、原材料・貯
蔵品は総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定してお
ります。
　これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

　当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第
18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
　これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ466百万円減少してお
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。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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
したが、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）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）が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る会計処理によって
おります。また、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の減価償却の方法については、リース期間
を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る
方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

　平成20年度の法人税法改正に伴い、当社及び国内連結子会社は、機械装置については、法人税法の改正による法定耐
用年数の短縮に伴い、当連結会計年度より耐用年数の短縮を行っております。
　これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整当期純利益は、それぞれ1,603百万円減少してお
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。

　特別損失の「事業構造改善引当金繰入額」は、企業体質の強化を主目的とした生産体制の再編に係る費用及び損失に備
えるための引当金の繰入であります。

2,060

当連結会計年度前連結会計年度
5,702
2,563

10

6,433
3,023

-
336
209
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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） 

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 

 （注）普通株式の自己株式の増加12,966株は、単元未満株式の買取による増加966株、持分法適用会社による自己株式

（当社株式）取得の当社帰属分12,000株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  173,138,537  －  －  173,138,537

合計  173,138,537  －  －  173,138,537

自己株式         

普通株式  194,791  12,966  －  207,757

合計  194,791  12,966  －  207,757

  
（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  1,729  10 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

平成19年11月13日 

取締役会 
普通株式  1,729  10 平成19年９月30日 平成19年12月７日 

  
（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27日 

定時株主総会 
普通株式  1,729 利益剰余金   10 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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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 

 （注）１．普通株式の自己株式の増加21,846株は、単元未満株式の買取による増加1,574株、持分法適用会社による自己

株式（当社株式）取得の当社帰属分20,000株、持分法適用会社に対する持分の増加による自己株式（当社株

式）の当社帰属分増加272株であります。 

    ２．普通株式の自己株式の減少7,400株は、持分法適用会社による自己株式（当社株式）売却の当社帰属分であり

ます。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  173,138,537  －  －  173,138,537

合計  173,138,537  －  －  173,138,537

自己株式         

普通株式  207,757  21,846  7,400  222,203

合計  207,757  21,846  7,400  222,203

  
（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20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  1,729  10 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年11月11日 

取締役会 
普通株式  1,729  10 平成20年９月30日 平成20年12月5日 

  
（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21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  864 利益剰余金   5 平成21年３月31日 平成21年６月26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） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記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

記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定       39,756百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △977

現金及び現金同等物  38,779

現金及び預金勘定      82,600百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △492

現金及び現金同等物  82,107
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（税効果会計関係）

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．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 

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 繰延税金資産 

貸倒引当金繰入限度超過額  290 百万円

未払事業税等  666   

賞与引当金繰入限度超過額  3,225   

減価償却限度超過額  3,366   

投資有価証券評価損   27   

退職給付引当金繰入限度超過額  18,781   

役員退職慰労引当金  554   

未実現利益  997   

その他  1,546   

繰延税金資産小計  29,455   

評価性引当額  △344   

繰延税金資産合計  29,111   

貸倒引当金繰入限度超過額  384 百万円

繰越欠損金  3,677   

賞与引当金繰入限度超過額  1,858   

減価償却限度超過額  3,164   

投資有価証券評価損   454   

退職給付引当金繰入限度超過額  17,855   

役員退職慰労引当金  586   

未実現利益  651   

その他  3,047   

繰延税金資産小計  31,680   

評価性引当額  △3,473   

繰延税金資産合計  28,206   

繰延税金負債 繰延税金負債 

特別償却準備金  109 百万円

固定資産圧縮積立金  496   

海外関係会社留保利益  9,795   

その他有価証券評価差額金  12,154   

繰延税金負債合計  22,557   

繰延税金資産の純額  6,554   

特別償却準備金  190 百万円

固定資産圧縮積立金  474   

海外関係会社留保利益  4,861   

その他有価証券評価差額金  6,643   

繰延税金負債合計  12,169   

繰延税金資産の純額  16,036   

（注）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。 

（注）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。 

流動資産－繰延税金資産  7,121 百万円

固定資産－繰延税金資産  3,066   

流動負債－その他  68   

固定負債－繰延税金負債  3,565   

流動資産－繰延税金資産  4,239 百万円

固定資産－繰延税金資産  12,433   

流動負債－その他  55   

固定負債－その他  580   

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

なった主な項目別の内訳 

法定実効税率  40.1 ％ 

（調整）     

交際費等永久差異  3.7   

住民税等均等割額  0.2   

在外連結子会社の税率差  △6.0   

持分法投資利益  △2.1   

在外会社留保金 －   

評価性引当金額   △0.6   

その他  1.0   

      

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 

 36.3   

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

なった主な項目別の内訳 

法定実効税率  40.1 ％ 

（調整）     

交際費等永久差異  117.1   

住民税等均等割額  8.4   

在外連結子会社の税率差  △23.4   

持分法投資利益  △51.6   

在外会社留保金  △439.2   

評価性引当金額   279.1   

その他  0.6   

      

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 

 △68.9   
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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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分を元に、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分して

おります。 

２．各事業区分の主要製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は53,964百万円であり、その主なものは、親会社

の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。 

４．会計方針の変更 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当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は、シール事業が961百万

円、フレキシブル基板事業が261百万円、ロール事業が48百万円、その他事業が９百万円減少しております。 

（追加情報） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当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

益は、シール事業が521百万円、フレキシブル基板事業が141百万円、ロール事業が66百万円、その他事業が７

百万円減少しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業
（百万円） 

その他事業
（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  283,743  185,721  40,174  16,691  526,331  －  526,331

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,410  1,018  －  1,802  7,230 (7,230)  －

計  288,153  186,740  40,174  18,493  533,561 (7,230)  526,331

営業費用  262,197  170,956  40,347  17,635  491,136 (7,271)  483,865

営業利益又は営業損失  25,956  15,783  △172  858  42,424  40  42,465

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
              

資産  267,087  168,620  38,875  9,727  484,310  48,448  532,759

減価償却費  22,011  9,233  2,186  261  33,692  －  33,692

資本的支出  39,031  19,704  2,008  218  60,964  －  60,964

事業区分 主要製品

シール事業 
オイルシール、Ｏリング、防振ゴム、樹脂加工品、ガスケット、化学合成品、 

メカニカルシール 

フレキシブル基板事業 フレキシブルサーキット 

ロール事業  事務機用ロール製品  

その他事業 特殊潤滑剤、その他 
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５．事業区分の方法の変更 

当連結会計年度から開始した３ヵ年経営計画において、「ロール事業」を「その他事業」より分離して管理

することとしました。また、各事業の管理体制を見直し、各セグメントに属する製品の変更を行いました。主

としてシール製品製造工程との関連性を重視し、化学合成品を従来の「その他事業」から「シール事業」へ組

み入れると同時に、シール製品との機能、市場類似性を重視し、メカニカルシールを従来の「その他事業」か

ら「シール事業」へ組み入れることとしました。 

なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分する

と次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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分を元に、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分して

おります。 

２．各事業区分の主要製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は67,608百万円であり、その主なものは、親会社

の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。 

  

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業
（百万円） 

その他事業
（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  255,443  167,715  39,869  16,787  479,815  －  479,815

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,843  227  －  1,050  4,122 (4,122)  －

計  258,287  167,943  39,869  17,837  483,938 (4,122)  479,815

営業費用  238,211  147,687  39,792  16,612  442,303 (4,145)  438,158

営業利益  20,076  20,256  77  1,225  41,634  23  41,657

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
              

資産  244,930  149,609  40,587  10,541  445,669  62,352  508,021

減価償却費  17,391  8,077  1,818  224  27,512  －  27,512

資本的支出  30,324  16,869  3,115  281  50,590  －  50,590

事業区分 主要製品

シール事業 
オイルシール、Ｏリング、防振ゴム、樹脂加工品、ガスケット、化学合成品、 

メカニカルシール 

フレキシブル基板事業 フレキシブルサーキット 

ロール事業 事務機用ロール製品 

その他事業 特殊潤滑剤、その他 
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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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分を元に、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分して

おります。 

２．各事業区分の主要製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は111,742百万円であり、その主なものは、親会

社の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。 

４．会計方針の変更 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

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

務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号）を適用しておりま

す。これにより当連結会計年度の営業利益は、シール事業が238百万円、フレキシブル基板事業が228百万円減

少しております。 

５．追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、平成20年度の法人税法改正に

伴い、当社及び国内連結子会社は、機械装置については、法人税法の改正による法定耐用年数の短縮に伴い、

当連結会計年度より耐用年数の短縮を行っております。これにより、当連結会計年度の営業利益は、シール事

業が1,514百万円、フレキシブル基板事業が35百万円、ロール事業が41百万円、その他事業が11百万円減少し

ております。 

  

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業
（百万円） 

その他事業
（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  246,666  169,803  37,002  13,221  466,694  －  466,694

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,244  1,582  －  1,343  6,170 (6,170)  －

計  249,910  171,386  37,002  14,564  472,864 (6,170)  466,694

営業費用  245,642  167,324  38,162  14,292  465,422 (6,169)  459,252

営業利益又は営業損失  4,268  4,061  △1,159  272  7,442 (0)  7,441

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
              

資産  227,553  139,462  29,917  7,048  403,982  105,789  509,772

減価償却費  26,429  11,858  2,220  431  40,939  －  40,939

資本的支出  35,171  19,859  2,445  139  57,616  －  57,616

事業区分 主要製品

シール事業 
オイルシール、Ｏリング、防振ゴム、樹脂加工品、ガスケット、化学合成品、 

メカニカルシール 

フレキシブル基板事業 フレキシブルサーキット 

ロール事業  事務機用ロール製品  

その他事業 特殊潤滑剤、その他 
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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） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………シンガポール、タイ、台湾、中国 

(2）その他の地域……米国、ドイツ 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は53,964百万円であり、その主なものは、親会社

の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。 

４．会計方針の変更 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当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。これにより日本の営業利益は1,281百万円減少し

ております。 

（追加情報） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当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。これにより日本の

営業利益は736百万円減少しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

(百万円) 
アジア
(百万円) 

その他の
地域 

(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  326,070  184,050  16,210  526,331  －  526,331

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 46,449  26,961  1,286  74,698 (74,698)  －

計  372,519  211,011  17,497  601,029 (74,698)  526,331

営業費用  345,268  196,110  17,243  558,622 (74,757)  483,865

営業利益  27,251  14,901  254  42,406  58  42,465

Ⅱ 資産  314,534  189,514  26,110  530,159  2,599  532,759
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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） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………シンガポール、タイ、台湾、中国 

(2）その他の地域……米国、ドイツ 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は111,742百万円であり、その主なものは、親会

社の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。 

４．会計方針の変更 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

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

務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号）を適用しておりま

す。これにより、当連結会計年度のアジアの営業利益は466百万円減少しております。 

５．追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、平成20年度の法人税法改正に

伴い、当社及び国内連結子会社は、機械装置については、法人税法の改正による法定耐用年数の短縮に伴い、

当連結会計年度より耐用年数の短縮を行っております。これにより、当連結会計年度の日本の営業利益は

1,603百万円減少しております。  

  

  
日本 

(百万円) 
アジア
(百万円) 

その他の
地域 

(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  275,932  177,202  13,559  466,694  －  466,694

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 43,689  35,191  1,003  79,884 (79,884)  －

計  319,622  212,393  14,563  546,579 (79,884)  466,694

営業費用  322,221  202,624  14,742  539,588 (80,335)  459,252

営業利益又は営業損失  △2,598  9,769  △179  6,990  450  7,441

Ⅱ 資産  277,636  156,175  20,449  454,261  55,511  509,772
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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） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………シンガポール、タイ、台湾、中国 

(2）その他の地域……米国、ドイツ 

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。 

  

（注） 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。 

  

  

ｃ．海外売上高

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  198,254  28,220  226,474

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  526,331

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 37.7  5.3  43.0

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  193,234  25,350  218,584

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  466,694

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 41.4  5.4  46.8

（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 1,583.93円 

１株当たり当期純利益       149.44円 

１株当たり純資産額     1,308.90円 

１株当たり当期純利益         3.77円 

なお、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。 

なお、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。 

  
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) 

当期純利益（百万円）  25,843  652

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）  25,843  652

期中平均株式数（千株）  172,940  172,919
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 3,349 60,060

受取手形 9,097 12,732

売掛金 46,377 26,265

製品 7,154 6,550

原材料 1,623 1,631

仕掛品 864 742

貯蔵品 667 516

前渡金 28 7

前払費用 87 60

繰延税金資産 2,417 2,201

従業員短期貸付金 126 116

関係会社短期貸付金 1,999 10,413

未収入金 5,945 3,241

その他 923 3,294

貸倒引当金 △290 △402

流動資産合計 80,373 127,430

固定資産   

有形固定資産   

建物 30,687 34,794

減価償却累計額 △16,694 △18,112

建物（純額） 13,993 16,681

構築物 3,777 4,457

減価償却累計額 △2,470 △2,692

構築物（純額） 1,307 1,764

機械及び装置 70,431 76,640

減価償却累計額 △50,520 △54,219

機械及び装置（純額） 19,910 22,420

車両運搬具 955 964

減価償却累計額 △703 △752

車両運搬具（純額） 251 212

工具、器具及び備品 24,193 24,870

減価償却累計額 △19,502 △21,220

工具、器具及び備品（純額） 4,690 3,650

土地 6,139 6,138

リース資産 － 37

減価償却累計額 － △8

リース資産（純額） － 29

建設仮勘定 7,489 4,473

有形固定資産合計 53,782 55,371

無形固定資産   

借地権 6 6

その他 51 47

無形固定資産合計 57 54
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（単位：百万円）

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 38,904 26,654

関係会社株式 49,707 49,612

関係会社出資金 11,258 11,258

従業員長期貸付金 6,383 5,981

関係会社長期貸付金 9,725 12,221

長期前払費用 46 41

繰延税金資産 2,627 10,596

差入保証金 1,089 1,100

その他 1,236 1,121

投資損失引当金 △195 △4,627

貸倒引当金 △736 △2,071

投資その他の資産合計 120,048 111,890

固定資産合計 173,888 167,315

資産合計 254,261 294,746

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,638 14,616

短期借入金 5,200 19,504

1年内返済予定の長期借入金 3,794 9,519

リース債務 － 9

未払金 6,216 3,910

未払費用 1,657 1,101

未払法人税等 3,392 －

従業員預り金 12,121 12,107

ＣＭＳ預り金 18,791 11,061

預り金 241 209

賞与引当金 3,851 2,240

事業構造改善引当金 － 877

その他 409 58

流動負債合計 83,315 75,216

固定負債   

長期借入金 4,127 69,013

預り保証金 1,250 1,276

リース債務 － 25

退職給付引当金 32,593 30,272

役員退職慰労引当金 572 623

固定負債合計 38,544 101,210

負債合計 121,859 176,426
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（単位：百万円）

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 23,335 23,335

資本剰余金   

資本準備金 20,397 20,397

資本剰余金合計 20,397 20,397

利益剰余金   

利益準備金 2,983 2,983

その他利益剰余金   

特別償却準備金 129 189

固定資産圧縮積立金 1,070 1,070

別途積立金 46,600 54,100

繰越利益剰余金 20,083 6,516

利益剰余金合計 70,867 64,859

自己株式 △139 △141

株主資本合計 114,460 108,451

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,941 9,868

評価・換算差額等合計 17,941 9,868

純資産合計 132,401 118,320

負債純資産合計 254,261 294,746
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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 241,178 202,591

売上原価   

期首製品たな卸高 6,669 7,154

当期製品製造原価 129,636 119,542

当期商品仕入高 65,262 52,974

合計 201,569 179,670

期末製品たな卸高 7,154 6,550

製品売上原価 194,414 173,120

売上総利益 46,763 29,471

販売費及び一般管理費   

運賃 6,908 6,635

給料及び手当 6,885 7,121

賞与引当金繰入額 1,118 636

退職給付費用 1,258 1,279

福利厚生費 1,443 1,357

研究開発費 6,533 5,711

減価償却費 389 477

賃借料 1,617 1,712

旅費及び通信費 1,473 1,163

その他 3,577 2,685

販売費及び一般管理費合計 31,204 28,781

営業利益 15,558 690

営業外収益   

受取利息 332 471

受取配当金 2,650 3,020

賃貸料 833 842

その他 285 493

営業外収益合計 4,102 4,827

営業外費用   

支払利息 956 1,288

手形売却損 282 203

為替差損 184 364

貸倒引当金繰入額 － 1,446

その他 185 116

営業外費用合計 1,608 3,419

経常利益 18,051 2,098

ＮＯＫ㈱ （7240） 平成21年３月期 決算短信

-29-



（単位：百万円）

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) 

特別利益   

固定資産売却益 9 35

投資有価証券売却益 534 27

貸倒引当金取崩益 42 －

特別利益合計 586 62

特別損失   

固定資産除却損 124 618

投資有価証券評価損 － 906

投資損失引当金繰入額 － 4,432

事業構造改善引当金繰入額 － 877

その他 6 145

特別損失合計 131 6,980

税引前当期純利益 18,507 △4,819

法人税、住民税及び事業税 6,037 60

法人税等調整額 1,022 △2,333

法人税等合計 7,059 △2,273

当期純利益 11,447 △2,546
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 23,335 23,335

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,335 23,335

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 20,397 20,397

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,397 20,397

資本剰余金合計   

前期末残高 20,397 20,397

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,397 20,397

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,983 2,983

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,983 2,983

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 58 129

当期変動額   

特別償却準備金の繰入 93 87

特別償却準備金の取崩 △22 △27

当期変動額合計 71 59

当期末残高 129 189

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,070 1,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,070 1,070

別途積立金   

前期末残高 43,100 46,600

当期変動額   

別途積立金の積立 3,500 7,500

当期変動額合計 3,500 7,500

当期末残高 46,600 54,100
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（単位：百万円）

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 15,668 20,083

当期変動額   

剰余金の配当 △3,461 △3,461

特別償却準備金の繰入 △93 △87

特別償却準備金の取崩 22 27

別途積立金の積立 △3,500 △7,500

当期純利益 11,447 △2,546

当期変動額合計 4,414 △13,567

当期末残高 20,083 6,516

利益剰余金合計   

前期末残高 62,880 70,867

当期変動額   

剰余金の配当 △3,461 △3,461

特別償却準備金の繰入 － －

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 11,447 △2,546

当期変動額合計 7,986 △6,007

当期末残高 70,867 64,859

自己株式   

前期末残高 △137 △139

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △139 △141

株主資本合計   

前期末残高 106,476 114,460

当期変動額   

剰余金の配当 △3,461 △3,461

当期純利益 11,447 △2,546

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 7,984 △6,009

当期末残高 114,460 108,451
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（単位：百万円）

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 28,518 17,941

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,576 △8,072

当期変動額合計 △10,576 △8,072

当期末残高 17,941 9,868

評価・換算差額等合計   

前期末残高 28,518 17,941

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,576 △8,072

当期変動額合計 △10,576 △8,072

当期末残高 17,941 9,868

純資産合計   

前期末残高 134,994 132,401

当期変動額   

剰余金の配当 △3,461 △3,461

当期純利益 11,447 △2,546

自己株式の取得 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,576 △8,072

当期変動額合計 △2,592 △14,081

当期末残高 132,401 118,320
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(1）役員の異動 

 平成21年５月13日に開示しております、「代表取締役の異動、ならびに執行役員制度の導入及び役員人事に関する

お知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

６．その他
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