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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 52,024 △7.8 373 △86.5 57 △97.8 △1,976 ―

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 △115.16 ― △9.8 0.1 0.7
20年3月期 90.41 90.31 7.2 5.4 4.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  5百万円 20年3月期  △22百万円

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 38,676 18,817 46.5 1,046.98
20年3月期 47,369 23,441 46.9 1,295.21

（参考） 自己資本   21年3月期  17,973百万円 20年3月期  22,233百万円

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 3,823 △3,652 1,123 4,768
20年3月期 3,740 △4,341 △661 3,937

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00 343 22.1 1.6
21年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00 257 ― 1.3

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 34.3

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

15,000 △49.0 △700 ― △750 ― △750 ― △43.69

通期 34,000 △34.6 400 7.2 300 426.3 250 ― 14.56
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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13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」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、32ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 17,609,130株 20年3月期 17,609,130株

② 期末自己株式数 21年3月期  442,381株 20年3月期  442,921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 29,328 △14.0 △547 ― △200 ― △3,000 ―

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

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 △174.80 ―

20年3月期 33.74 33.70

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 26,160 14,419 55.1 839.43
20年3月期 32,500 17,881 55.0 1,041.49

（参考） 自己資本 21年3月期  14,410百万円 20年3月期  17,878百万円

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。 

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

10,000 △43.6 △400 ― △250 ― △250 ― △14.56

通期 21,000 △28.4 100 ― 400 ― 400 ― 23.30
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(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、2008年秋口のリーマン・ショックをきっかけとする金融危機の深刻化が世

界的な景気後退と需要の減少をもたらしたことによって、堅調だった新興国向けの輸出や海外生産が失速するととも

に、株価の下落や急激な為替の変動が企業収益を圧迫し、生産の縮小や雇用・所得環境の悪化を通じて内需が一段と

下押しされるなど、減速傾向が顕著になりました。 

 当社グループの主要顧客先である自動車業界においても世界同時不況の影響は著しく、2008年前半の原油・原材料

市況の急騰によって疲弊した企業の多くが、金融不安による信用収縮、個人消費の低迷、生産・雇用の調整などに追

い討ちをかけられ、急速に収益を悪化させました。 

 このような状況において当社グループの受注も下期に急減し、売上高は前年同期を7.8％下回る520億24百万円とな

りました。 

 損益面では減収の影響に加え、ゴム材料や鋼材の価格高騰などの影響も大きく、営業利益は前年同期比86.5％減の

３億73百万円、経常利益については為替差損の発生などもあって前年同期比97.8％減の57百万円となりました。また

当期純損失については、減損損失や繰延税金資産の取り崩し等を反映し、19億76百万円（前年同期は純利益15億51百

万円）となりました。  

  

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） 

 ブレーキ、シール等のシール機能製品を中心に受注が減少したことにより、工業用ゴム製品の売上高は前年同期比

9.5％減の437億90百万円となりました。営業利益については、受注減や原材料の高止まりなどによって前年同期比

86.4％減の３億44百万円となりました。  

（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などについては、下期は大幅に受注が減少したものの、上期

の受注増の影響が通期に反映し、売上高は前年同期比1.7％増の83億29百万円となりました。営業利益については、

鋼材の高止まりなどによって前年同期比87.1％減の29百万円となりました。  

  

②所在地別セグメントの業績 

  

（日本） 

 ブレーキ、シール等を中心に受注が減少したことにより、売上高は前年同期比10.6％減の390億72百万円となりま

した。損益面では、受注減や原材料の高止まりなどが影響し、営業損失は５億45百万円（前年同期は営業利益15億40

百万円）となりました。  

（アジア等） 

  中国、アセアンにおける受注増により、売上高は前年同期比0.8％増の158億55百万円となりました。営業利益に

ついては、原材料の高止まりなどによって前年同期比31.9％減の５億66百万円となりました。 

 

次期の見通しにつきましては次の通りであります。 

  

 米国の金融危機に端を発した世界同時不況は好転する兆しが見られず、内需伸張に切り替えた中国経済の活気がわ

ずかな光明となっているにとどまります。日本経済も、円高の進展が当初の予想よりも穏やかだったこと、株価が戻

していること等で一息ついている感がありますが、輸出依存の体質は脱却できず、雇用情勢の悪化、消費意欲の減

退、世界経済の影響など、さらなる下振れリスクも存在し、予断を許さない状況です。 

 当社の主要顧客先である自動車産業においては、グローバルでの急激な市場縮小が影を落とす中、米国ビッグ３の

一角が経営破綻に追い込まれるなど、不安要素がいまだ多く、先の見えないトンネルが続いている状況です。また国

内では、市場の低迷や所得の伸び悩み等の要因によって総需要が急減しており、海外への輸出も縮小したままです。

 このような情勢下、当社グループは減収局面における増益を目標に体質改善を図っており、次期の連結売上高につ

いては、当面の受注低迷を受けて340億円（前年同期比34.6％減）を見込んでおりますが、営業利益については、主

として人件費の削減、購買コストの圧縮のほか、設備投資の抑制による減価償却費の減少等の要因により４億円（前

年同期比7.2％増）と見込んでおります。経常利益については、主として為替差損の減少により３億円（前年同期比

426.3％増）、また当期純利益については、前期に発生した減損損失及び繰延税金資産の取り崩し等の特殊要因が今

期は想定されないため、２億50百万円（前年同期は純損失19億76百万円）と予測しております。 

１．経営成績
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 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86億92百万円減少し、386億76百万円となりました。主な要因は、受取手形

及び売掛金の減少46億60百万円、有形固定資産の減少36億77百万円並びに現金及び預金の増加10億42百万円等による

ものです。 

（負債） 

  負債は、前連結会計年度末に比べて40億68百万円減少し、198億59百万円となりました。主な要因は、支払手形及

び買掛金の減少37億76百万円、短期借入金の増加10億84百万円並びに賞与引当金の減少３億97百万円等によるもので

あります。 

（純資産） 

  純資産は、前連結会計年度末に比べて46億24百万円減少し、188億17百万円となりました。主な要因は、当期純損

失19億76百万円並びに為替換算調整勘定の減少17億84百万円によるものであります。 

  

 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８億31百万円

増加し、47億68百万円となりました。 

 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38億23百万円となりました。これは主に、減価償却費34億68百万円、減損損失13億

34百万円及び売上債権の減少38億42百万円等による資金増加と、税金等調整前当期純損失11億64百万円、仕入債務の

減少31億23百万円及び法人税等の支払７億26百万円等による資金減少によるものです。 

（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36億52百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得に35億57百万円支出し

たことによるものです。 

（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11億23百万円となりました。これは主に、短期借入金の借入れによる収入が返済に

よる支出を15億30百万円上回った一方、配当金の支払が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 

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。 

  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（％）  44.0  44.5  44.4  46.9   46.5

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 43.1  56.5  50.2  27.0  20.7

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 5.6  2.0  2.0  2.5  2.7

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 10.7  23.6  17.7  13.6  15.0
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(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。業績とのバランス等に配慮しながら、第一に配当の適正な推移

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５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15円となります。  

 次期の配当金については業績見通しを勘案して、中間配当金を１株当たり０円、期末配当金を１株当たり５円と

し、年間配当金として５円を予想いたしております。 

  

   近の有価証券報告書（平成20年６月26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。 

  

(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％を目指しており

ましたが、世界同時不況の影響下においてこの目標を凍結し、新中長期構想の策定に着手いたしました。  

(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グローバルに事業を展開し、

適地生産・調達の急速な流れの中で活発に競争を繰り広げております。 

 しかしながら、当連結会計年度における経済情勢を見ますと、米国の大手証券会社の破綻がサブプライムローン問

題に悩む米国景気に追い討ちをかけ、その影響は世界的な金融危機、そして世界同時不況という連鎖を引き起こす事

態となりました。また、底堅い成長を続けてきた中国を始めとするアジア経済においても減速傾向が明確になり、日

本経済も輸出への依存が高かったことからその影響は大きく、企業業績、雇用情勢の悪化に至る等、景気後退が鮮明

になってきました。自動車業界では、米国ビッグスリーの経営危機にとどまらず、日本国内の自動車メーカー、部品

メーカー各社が次々と減産計画を打ち出すなど、世界規模の大きな変動に厳しい対応を迫られております。 

 このような状況の中、長期的な発展を目指す当社グループとしては、徹底した原価低減を図りながら内部体制を固

めるとともに、この危機をチャンスに変えるためにあらゆる施策を実施し、高収益体質づくりを推進する必要がある

ものと考えております。今後も「強い商品を世界に展開する」という基本方針に従って戦略商品群の充実を図ると同

時に、組織のスリム化を徹底し、国内外の各拠点の再編及び体制整備に注力してまいります。 

２．企業集団の状況

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 4,626 ※2  5,668

受取手形及び売掛金 14,062 9,402

たな卸資産 3,451 －

商品及び製品 － 1,061

仕掛品 － 651

原材料及び貯蔵品 － 1,047

繰延税金資産 415 40

前払費用 107 －

未収入金 465 －

その他 194 760

貸倒引当金 △58 △40

流動資産合計 23,264 18,591

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,862 4,842

機械装置及び運搬具（純額） 9,702 7,223

工具、器具及び備品（純額） 1,036 782

土地 6,006 5,771

リース資産（純額） － 249

建設仮勘定 282 344

有形固定資産合計 ※1, ※2  22,890 ※1, ※2  19,213

無形固定資産   

その他 67 180

無形固定資産合計 67 180

投資その他の資産   

投資有価証券 ※4  563 ※4  211

長期前払費用 3 17

保険積立金 307 265

繰延税金資産 56 45

その他 276 156

貸倒引当金 △60 △5

投資その他の資産合計 1,146 691

固定資産合計 24,105 20,085

資産合計 47,369 38,676
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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 9,812 6,035

短期借入金 ※2  5,365 ※2  6,450

1年内償還予定の社債 42 －

リース債務 － 68

未払金 1,394 －

未払法人税等 333 100

繰延税金負債 － 38

未払消費税等 73 －

未払費用 465 －

賞与引当金 753 355

設備関係支払手形 202 262

その他 218 1,262

流動負債合計 18,662 14,575

固定負債   

長期借入金 ※2  3,953 ※2  3,785

リース債務 － 167

繰延税金負債 307 323

退職給付引当金 502 450

役員退職慰労引当金 406 502

負ののれん 74 55

その他 21 －

固定負債合計 5,265 5,284

負債合計 23,927 19,859

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,563 1,563

利益剰余金 18,978 16,658

自己株式 △236 △236

株主資本合計 21,700 19,380

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 181 25

為替換算調整勘定 351 △1,433

評価・換算差額等合計 533 △1,407

新株予約権 3 9

少数株主持分 1,204 834

純資産合計 23,441 18,817

負債純資産合計 47,369 38,676
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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 56,405 52,024

売上原価 ※1  46,448 ※1  44,364

売上総利益 9,956 7,659

販売費及び一般管理費   

給料 2,819 2,968

運賃 971 1,055

減価償却費 329 328

役員退職慰労引当金繰入額 42 99

退職給付費用 183 271

賞与引当金繰入額 308 140

貸倒引当金繰入額 32 －

その他 2,502 2,422

販売費及び一般管理費合計 ※1  7,189 ※1  7,285

営業利益 2,767 373

営業外収益   

受取利息 27 27

受取配当金 8 5

ロイヤルティ収入 19 22

負ののれん償却額 17 18

その他 170 162

営業外収益合計 243 236

営業外費用   

支払利息 271 254

為替差損 119 278

その他 53 19

営業外費用合計 445 553

経常利益 2,565 57

特別利益   

固定資産売却益 ※2  87 ※2  14

投資有価証券売却益 24 175

積立保険返戻金 23 14

貸倒引当金戻入額 － 10

特別利益合計 135 214

特別損失   

固定資産売却損 ※3  6 ※3  7

固定資産除却損 ※4  121 ※4  78

投資有価証券評価損 4 10

ゴルフ会員権評価損 － 4

貸倒引当金繰入額 4 0

減損損失 － ※5  1,334

特別損失合計 136 1,436

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

2,564 △1,164

法人税、住民税及び事業税 888 242

法人税等調整額 39 520

法人税等合計 928 762

少数株主利益 84 49

当期純利益又は当期純損失（△） 1,551 △1,976
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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 1,395 1,395

当期末残高 1,395 1,395

資本剰余金   

前期末残高 1,563 1,563

当期変動額   

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 1,563 1,563

利益剰余金   

前期末残高 17,769 18,978

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △343

当期純利益又は当期純損失（△） 1,551 △1,976

当期変動額合計 1,208 △2,320

当期末残高 18,978 16,658

自己株式   

前期末残高 △236 △236

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △236 △236

株主資本合計   

前期末残高 20,492 21,700

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △343

当期純利益又は当期純損失（△） 1,551 △1,976

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 1,208 △2,320

当期末残高 21,700 19,380
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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 298 181

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △116 △156

当期変動額合計 △116 △156

当期末残高 181 25

為替換算調整勘定   

前期末残高 195 351

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 155 △1,784

当期変動額合計 155 △1,784

当期末残高 351 △1,433

新株予約権   

前期末残高 － 3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 6

当期変動額合計 3 6

当期末残高 3 9

少数株主持分   

前期末残高 1,243 1,204

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39 △370

当期変動額合計 △39 △370

当期末残高 1,204 834

純資産合計   

前期末残高 22,230 23,441

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △343

当期純利益又は当期純損失（△） 1,551 △1,976

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △2,304

当期変動額合計 1,210 △4,624

当期末残高 23,441 18,817
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

2,564 △1,164

減価償却費 3,321 3,468

負ののれん償却額 △17 △18

減損損失 － 1,334

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 52 △396

退職給付引当金の増減額（△は減少） 119 42

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52 117

受取利息及び受取配当金 △35 △32

支払利息 271 254

持分法による投資損益（△は益） 22 5

投資有価証券評価損益（△は益） 4 10

投資有価証券売却損益（△は益） △24 △175

為替差損益（△は益） △22 134

有形固定資産売却損益（△は益） △80 △7

有形固定資産除却損 121 78

売上債権の増減額（△は増加） △226 3,842

たな卸資産の増減額（△は増加） △598 284

仕入債務の増減額（△は減少） △61 △3,123

その他の負債の増減額（△は減少） 12 △49

その他 △176 165

小計 5,229 4,772

利息及び配当金の受取額 35 32

利息の支払額 △275 △255

法人税等の支払額 △1,248 △726

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,740 3,823

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 △144

定期預金の払戻による収入 － 100

長期前払費用の取得による支出 － △26

有形固定資産の取得による支出 △4,464 △3,557

有形固定資産の売却による収入 178 85

無形固定資産の取得による支出 － △134

投資有価証券の取得による支出 △40 △3

投資有価証券の売却による収入 28 210

その他 △43 △181

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,341 △3,652
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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   

短期借入れによる収入 1,984 3,095

短期借入金の返済による支出 △2,335 △1,565

長期借入れによる収入 2,360 1,880

長期借入金の返済による支出 △2,250 △1,842

リース債務の返済による支出 － △41

社債の償還による支出 △64 △42

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △343 △343

少数株主への配当金の支払額 △12 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △661 1,123

現金及び現金同等物に係る換算差額 47 △462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,215 831

現金及び現金同等物の期首残高 5,152 3,937

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,937 ※1  4,768
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 該当事項はありません。 

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

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 

  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 

 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、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13社であります。 

 なお、前連結会計年度まで当社の連結子会社でありま

した富原産業株式会社は、平成20年６月30日に韓国フコ

ク株式会社を存続会社とする吸収合併によって解散した

ため、当連結会計年度において連結の範囲から除外して

おります。 

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。 

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、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20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21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

21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 

 終仕入原価法 

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（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。 

  貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。 
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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) 

  

  

 （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、営業利益及び経常利益はそれぞれ41百

万円減少し、税金等調整前当期純損失は同額増加して

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。  

(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、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

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（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連

結子会社は所在地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、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    18～45年 

 機械装置及び運搬具   ５～10年 

   （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。 

   （追加情報） 

当社の機械装置については、従来、耐用年数を10～

14年としておりましたが、当連結会計年度より法人税

法の改正を契機として見直しを行い、９年に変更して

おります。  

これにより営業利益及び経常利益はそれぞれ115百

万円減少し、税金等調整前当期純損失は同額増加して

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。 
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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）無形固定資産 

当社及び国内連結子会社は定額法を採用し、在外連

結子会社は所在地国の会計基準に基づく定額法を採用

しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいております。 

  

２）無形固定資産（リース資産を除く） 

     同左 

  

  

  

  

３）リース資産 

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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

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。  

（会計方針の変更） 

 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（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、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、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が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、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。  

 この変更による営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純損失に与える影響はありません。  

(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  

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。 

―――――― 
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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) 

(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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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） 

 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。 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

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」として掲記されていたものは、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」に区分掲記しております。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1,382百万円、972百万

円、1,095百万円であります。 

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動資産の

「前払費用」（当連結会計年度は97百万円）、「未収入

金」（当連結会計年度は173百万円）は、それぞれ資産の

総額の100分の５以下であり、金額的重要性が乏しいた

め、当連結会計年度より流動資産の「その他」に含めて表

示しております。この変更により流動資産の「その他」は

271百万円増加しております。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動負債の

「未払金」（当連結会計年度は781百万円）、「未払消費

税等」（当連結会計年度は22百万円）、「未払費用」（当

連結会計年度は283百万円）は、それぞれ負債及び純資産

の合計額の100分の５以下であり、金額的重要性が乏しい

ため、当連結会計年度より流動負債の「その他」に含めて

表示しております。この変更により流動負債の「その他」

は1,087百万円増加しております。 

（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 有形固定資産の減価償却累計額 
37,040百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
37,348百万円 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

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)

担保資産       

現金及び預金 200百万円 (－百万円)

建物及び構築物 648百万円 (5百万円)

機械装置及び運搬具 2百万円 (2百万円)

土地 1,246百万円 (98百万円)

合計 2,098百万円  (105百万円)

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)

担保付債務       

短期借入金 1,995百万円 (427百万円)

長期借入金 1,837百万円 (272百万円)

合計 3,832百万円 (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       

受取手形裏書譲渡高 18百万円 

 ３ 偶発債務       

受取手形裏書譲渡高 38百万円 

※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) 

※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）                 57百万円 

   (うち、共同支配企業に対する投資の金額   57百万円) 

（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 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 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                     837百万円 

※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 

※２ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具            百万円 

     工具、器具及び備品              百万円 

         

11

2

※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 

※３ 固定資産売却損の内訳 

        機械装置及び運搬具              百万円 

        工具、器具及び備品                 百万円 

7

0

※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 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物               百万円 

機械装置及び運搬具            百万円 

工具、器具及び備品             百万円  

20

51

6
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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) 

 ―――――― 

  

  

  

※５  減損損失 

  当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。  

  当社グループは、原則として各工場を基準として

資産のグルーピングを行っており、また、遊休資産

については個別資産ごとにグルーピングを行ってお

ります。 

  建物、機械装置等のうち、遊休状態にあり今後の

使用目処が立っていないため実質的に無価値と判断

したものについては、帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（364百万円）として特

別損失に計上しております。また、収益性低下等に

より投資額の回収が困難であると見込まれる資産グ

ループについては、当該資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損失（966百万円）

として特別損失に計上しております。回収可能価額

は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを５％で割り引いて算定しております。 

 土地については地価の下落による帳簿価額と回収

可能価額の乖離を解消するため、同資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減損額を減損損失

（２百万円）として特別損失に計上しております。

回収可能価額は正味売却予定価額により算定してお

ります。 

  

場所 用途 種類 

上尾工場
工業用ゴム 
生産設備 

建物、機械装
置他 

群馬工場
工業用ゴム 
生産設備 

機械装置他

群馬第二工場
工業用ゴム 
生産設備 

機械装置他

愛知工場
工業用ゴム 
生産設備 

機械装置他

栃木県那須町 遊休資産 土地 

上海フコク
 有限公司 

工業用ゴム 
生産設備 

機械装置

フコクゴム（上
 海）有限公司 

工業用ゴム 
生産設備 

建物、機械装
置他 

フコク
 アメリカインク

工業用ゴム 
生産設備 

機械装置
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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）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 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

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）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１千株はストックオプションの

行使に伴う減少であります。 

（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（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

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  

  
（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 

  
（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

  
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  1  442

合計  442  0  1  442
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 ２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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。 

  

  

  

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 
     －    －     －     －     －   9

 合計  －  －  －  －  －  9

  
（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26日 

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

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  171  10 平成20年９月30日 平成20年12月12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26日 

定時株主総会 
普通株式  85 利益剰余金  5 平成21年３月31日 平成21年６月29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掲

載されている科目の金額との関係 

※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日現在） （平成21年３月31日現在） 

（百万円） （百万円） 

  

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

現金及び預金勘定  5,668

預入期間が３か月を超える定期預金  △699

担保に供している定期預金  △200

現金及び現金同等物  4,768

 ―――――― 

  

  

  

 ２ 重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ270百万円であり

ます。  
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 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。 

  

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(注)   当連結会計年度において、時価のある株式について10百万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 

３．時価のない主な有価証券の内容 

  

（リース取引関係）

（有価証券関係）

  種類 

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）

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  137  442  305  67  118  50

（２）債券             

① 国債・地

方債 
 －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

（３）その他  －  －  －  －  －  －

小計  137  442  305  67  118  50

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  14  12  △1  39  32  △7

（２）債券             

① 国債・地

方債 
 －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

（３）その他  －  －  －  －  －  －

小計  14  12  △1  39  32  △7

合計  151  454  303  107  151  43

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） 

 28  24  －  210  175  －

  
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  0
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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 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。 

  

（デリバティブ取引関係）
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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 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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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適格退職年金制度及び確定給付型企業年金制度を採用し

ております。また、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。 

また、当社及び一部の国内連結子会社は、適格退職年金制度の他、総合設立の厚生年金基金制度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。 

 当連結会計年度において、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりで

あります。 

(1）制度全体の直近の積立状況に関する事項 

  

 (2）制度全体に占める直近の当社グループの掛金拠出割合 

   

２．退職給付債務に関する事項 

  

（退職給付関係）

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） 

 年金基金制度の 

 直近の決算日  
 （平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

年金基金制度の名称 
埼玉機械工業厚 

生年金基金制度 

東部ゴム厚生

年金基金制度 

大阪ゴム工業厚

生年金基金制度

埼玉機械工業厚

生年金基金制度 

東部ゴム厚生 

年金基金制度  

大阪ゴム工業厚

生年金基金制度 

年金資産の額（百万円） 87,122  52,165  10,393  74,389  45,162  9,029 

年金財政計算上の給付

債務の額（百万円） 
87,131  53,822  9,054  91,421  56,506  9,801 

差引額（百万円） △8  △1,656  1,338  △17,032 △11,343  △771 

  
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） 

  年金基金制度の 
  直近の決算日 

 （平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

 年金基金制度の名称 埼玉機械工業厚

生年金基金制度 

東部ゴム厚生

年金基金制度 

大阪ゴム工業厚

生年金基金制度

埼玉機械工業厚

生年金基金制度 

東部ゴム厚生 

年金基金制度  

大阪ゴム工業厚

生年金基金制度 

 割合（％）  7.8  0.9  0.6  7.8  1.0  0.6 

    
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) 退職給付債務（百万円）    △3,256  △3,194  

(2) 年金資産（百万円）    2,798  2,744  

(3) 小計(1)+(2)    △458  △450  

(4) 前払年金費用（百万円）    43  －  

(5) 退職給付引当金（百万円）    △502  △450  
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３．退職給付費用の内訳 

  

 （注）「その他」は上記１．に記載した厚生年金基金制度への掛金の拠出額であります。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

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。 

  

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。  

    
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) 勤務費用（百万円）  262  409

(2) 利息費用（百万円）  47  50

(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） 
 56  △67

(5) 割増退職金（百万円）  2  82

(6) その他（注）（百万円）  327  343

    
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) 割引率（％）  1.9  2.0

(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 

（ストック・オプション等関係）
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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）

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

  （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

  繰延税金負債の純額は、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）

繰延税金資産   

 減損損失   392

 投資有価証券評価損  9

 貸倒引当金損金算入限度超過額  7

 未払事業税  0

 未払費用  72

 賞与引当金  141

 退職給付引当金  167

 役員退職慰労引当金  178

 当社及び子会社の繰越欠損金  1,161

 その他  407

 評価性引当額  △2,451

 繰延税金資産計  87

繰延税金負債   

 建物等圧縮積立金  38

 土地圧縮積立金  68

 在外子会社の留保利益  211

 その他有価証券評価差額金  16

 その他  29

 繰延税金負債計  364

 繰延税金負債の純額  277

  （百万円）

流動資産－繰延税金資産  40

固定資産－繰延税金資産  45

流動負債－繰延税金負債  38

固定負債－繰延税金負債  323

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  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

  （％）

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  △2.6

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  △1.3

外国法人税額控除等  －

外国税率との差異  6.7

在外子会社留保利益  18.6

評価性引当額の増減  △127.6

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △65.5
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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。  

  

  

  

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 

３. 会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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 

「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。  

  

（企業結合等関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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

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 
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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 

３. 会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）に記載のとおり、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31百万円、その他事業が

９百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

４. 追加情報 

「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、当社の機械装置については、

従来、耐用年数を10～14年としておりましたが、当連結会計年度より法人税法の改正を契機として見直しを行

い、９年に変更しました。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114百万円、その他事業が１百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

  

  
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  43,768  8,255  52,024  －  52,024

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 21  73  95 (95)  －

計  43,790  8,329  52,119 (95)  52,024

営業費用  43,445  8,300  51,745 (95)  51,650

営業利益  344  29  373  0  373

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
          

資産  33,869  4,819  38,688 (12)  38,676

減価償却費  3,131  337  3,468  －  3,468

減損損失  1,334  －  1,334  －  1,334

資本的支出  2,883  357  3,241  －  3,241

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 
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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 

「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 

「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。  

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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
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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 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）に記載のとおり、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41百万円増加し、営業損失は同額増

加しております。 

４. 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」４.（2）に記載のとおり、当社の機械装置については、

従来、耐用年数を10～14年としておりましたが、当連結会計年度より法人税法の改正を契機として見直しを行

い、９年に変更しました。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、営業損失は同額増加しております。  

  

  
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  38,120  13,903  52,024  －  52,024

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 951  1,952  2,903  (2,903)  －

計  39,072  15,855  54,928  (2,903)  52,024

営業費用  39,617  15,289  54,906  (3,256)  51,650

営業利益又は営業損失（△）  △545  566  21  352  373

Ⅱ 資産  29,248  10,102  39,350  (673)  38,676
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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．国又は地域は、地理的近接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。 

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．国又は地域は、地理的近接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。 

  

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。  

  

ｃ．海外売上高

  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

  北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 2,209  11,784  988  14,983

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
 －  －  －  52,024

Ⅲ．連結売上高に占め

る海外売上高の割合(%) 
 4.2  22.7  1.9  28.8

（関連当事者情報）

（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     1,295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

１株当たり純資産額    1,046円98銭

１株当たり当期純損失        115円16銭

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、潜在株式は存在するものの、１株当たり

当期純損失であるため記載しておりません。 
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は純損失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。 

  

  該当事項はありません。 

  

  
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） 

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株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は純損失（△）（百万円）  1,551  △1,976

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又は純損失

（△）（百万円） 
 1,551  △1,976

期中平均株式数（千株）  17,166  17,166

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は純損失調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  18  －

（うち新株予約権）  (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 

  

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  

10,000株 

 新株予約権の数 

100個 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成16年６月29日    

 普通株式  

69,000株 

 新株予約権の数 

690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   

66,000株 

 新株予約権の数 

660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 

新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成20年６月26日 

 普通株式  

  37,000株 

 新株予約権の数 

370個 

（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：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 2,633 ※2  3,684

受取手形 1,601 1,043

売掛金 ※3  7,825 4,570

製品 599 －

原材料 219 －

商品及び製品 － 429

仕掛品 682 415

貯蔵品 46 －

原材料及び貯蔵品 － 233

前払費用 41 46

繰延税金資産 359 －

未収入金 ※3  1,118 ※3  576

未収還付法人税等 － 309

その他 43 42

流動資産合計 15,170 11,350

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,992 2,612

構築物（純額） 374 324

機械及び装置（純額） 4,550 3,648

車両運搬具（純額） 7 5

工具、器具及び備品（純額） 622 488

土地 3,281 3,278

リース資産（純額） － 136

建設仮勘定 29 42

有形固定資産合計 ※1, ※2  11,859 ※1, ※2  10,536

無形固定資産   

ソフトウエア 25 134

その他 7 7

無形固定資産合計 33 141

投資その他の資産   

投資有価証券 358 107

関係会社株式 4,211 3,706

関係会社長期貸付金 342 460

関係会社長期未収入金 77 249

長期前払費用 － 16

繰延税金資産 135 －

保険積立金 213 204

その他 158 100

貸倒引当金 △60 △715

投資その他の資産合計 5,437 4,130

固定資産合計 17,330 14,809

資産合計 32,500 26,160
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 486 199

買掛金 6,489 3,089

短期借入金 ※2  1,450 ※2  2,786

1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,022 ※2  1,037

リース債務 － 26

未払金 1,064 538

未払費用 226 160

未払法人税等 218 7

未払消費税等 31 12

繰延税金負債 － 25

賞与引当金 670 301

設備関係支払手形 103 68

その他 40 42

流動負債合計 11,803 8,294

固定負債   

長期借入金 ※2  2,257 ※2  2,496

リース債務 － 110

繰延税金負債 － 104

退職給付引当金 196 148

役員退職慰労引当金 361 385

債務保証損失引当金 － ※4  200

固定負債合計 2,815 3,445

負債合計 14,618 11,740

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395 1,395

資本剰余金   

資本準備金 1,514 1,514

その他資本剰余金 49 49

資本剰余金合計 1,563 1,563

利益剰余金   

利益準備金 262 262

その他利益剰余金   

建物圧縮積立金 48 39

土地圧縮積立金 96 96

別途積立金 11,250 11,750

繰越利益剰余金 3,361 △474

利益剰余金合計 15,018 11,674

自己株式 △236 △236

株主資本合計 17,740 14,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 137 13

評価・換算差額等合計 137 13

新株予約権 3 9

純資産合計 17,881 14,419

負債純資産合計 32,500 26,160
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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 34,088 29,328

売上原価   

製品期首たな卸高 534 599

当期製品製造原価 28,121 25,078

合計 28,656 25,678

製品期末たな卸高 599 429

製品売上原価 28,056 25,249

売上総利益 6,032 4,079

販売費及び一般管理費   

給料 1,890 1,920

福利厚生費 76 75

退職給付費用 144 179

法定福利費 214 223

旅費及び交通費 213 187

支払手数料 415 385

賃借料 206 187

運賃 621 559

試験研究費 17 －

減価償却費 250 247

役員退職慰労引当金繰入額 32 35

賞与引当金繰入額 275 117

その他 551 505

販売費及び一般管理費合計 ※5, ※6  4,910 ※5, ※6  4,626

営業利益又は営業損失（△） 1,122 △547

営業外収益   

受取利息 10 10

受取配当金 ※1  161 ※1  112

ロイヤルティ収入 ※1  390 ※1  331

その他 90 57

営業外収益合計 652 511

営業外費用   

支払利息 98 89

為替差損 88 74

その他 14 0

営業外費用合計 201 164

経常利益又は経常損失（△） 1,573 △200
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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) 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  58 ※2  7

投資有価証券売却益 0 174

積立保険返戻金 18 14

貸倒引当金戻入額 － 10

特別利益合計 77 207

特別損失   

固定資産売却損 ※3  4 ※3  2

固定資産除却損 ※4  113 ※4  59

投資有価証券評価損 4 10

関係会社株式評価損 ※7  83 505

ゴルフ会員権評価損 － 3

貸倒引当金繰入額 4 ※1  710

債務保証損失引当金繰入額 － ※1  200

減損損失 － ※8  789

特別損失合計 209 2,281

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,440 △2,274

法人税、住民税及び事業税 570 16

法人税等調整額 291 710

法人税等合計 861 726

当期純利益又は当期純損失（△） 579 △3,000
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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 1,395 1,395

当期末残高 1,395 1,395

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,514 1,514

当期末残高 1,514 1,514

その他資本剰余金   

前期末残高 49 49

当期変動額   

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 49 49

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 262 262

当期末残高 262 262

その他利益剰余金   

建物圧縮積立金   

前期末残高 57 48

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △9 △8

当期変動額合計 △9 △8

当期末残高 48 39

土地圧縮積立金   

前期末残高 96 96

当期末残高 96 96

別途積立金   

前期末残高 10,750 11,250

当期変動額   

別途積立金の積立 500 500

当期変動額合計 500 500

当期末残高 11,250 11,750

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,616 3,361

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 9 8

別途積立金の積立 △500 △500

剰余金の配当 △343 △343

当期純利益又は当期純損失（△） 579 △3,000

当期変動額合計 △254 △3,835

当期末残高 3,361 △474
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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) 

自己株式   

前期末残高 △236 △236

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △236 △236

株主資本合計   

前期末残高 17,505 17,740

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △343

当期純利益又は当期純損失（△） 579 △3,000

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 235 △3,343

当期末残高 17,740 14,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 217 137

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △79 △124

当期変動額合計 △79 △124

当期末残高 137 13

新株予約権   

前期末残高 － 3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 6

当期変動額合計 3 6

当期末残高 3 9

純資産合計   

前期末残高 17,722 17,881

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △343

当期純利益又は当期純損失（△） 579 △3,000

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76 △117

当期変動額合計 158 △3,461

当期末残高 17,881 14,419
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
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) 

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 

   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 

総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用して

おります。 

  (2)貯蔵品 

終仕入原価法 

(2)貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 

  

    

  

 （会計方針の変更） 

  当事業年度より「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、経常損失及び

税引前当期純損失は、それぞれ31百万円

増加しております。  

  

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（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）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 ９年  
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項目 
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) 

  （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。 

（追加情報） 

 機械及び装置については、従来、耐

用年数を10～14年としておりました

が、当事業年度より法人税法の改正を

契機として見直しを行い、９年に変更

しております。  

 これにより営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失は、それぞれ115百

万円増加しております。 

  (2)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアにつ

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。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

    同左 
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項目 
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) 

   ―――――― 

  

(3）リース資産 

 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、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

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。  

(会計方針の変更） 

 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、当事業年度より

「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（企業会計審議会第一部

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、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初

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、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を適用しておりま

す。 

 この変更による、営業損失、経常

損失及び税金等調整前当期純損失に

与える影響はありません。 
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項目 
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) 

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)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

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。 

 (3)退職給付引当金 

    同左  

  （4)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるた 

め、当社内規に基づく期末要支給見積

額を引当計上しております。 

 (4)役員退職慰労引当金 

        同左 

  ―――――― 

  

 (5)債務保証損失引当金 

 関係会社への債務保証に係る損失に

備えるため、被保証会社の財政状態等

を勘案し、損失負担見込額を計上して

おります。 

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。 

―――――― 
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項目 
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) 

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。 

(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） 

 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 

(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 

 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。 

(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 

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 

表示方法の変更

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） 

 （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。 

（損益計算書） 

 前事業年度まで、販売費及び一般管理費に区分掲記して

おりました「試験研究費」は、金額的重要性が乏しくなっ

たため、当事業年度より販売費及び一般管理費の「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10百万円増加しております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※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 

24,086百万円 25,368百万円 

※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  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

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   164 短期借入金  730

 機械及び装置   2
１年内返済予定

の長期借入金  169

土地   483 長期借入金  1,099

上記のうち工場財団分 上記のうち工場財団分 

  

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

 上記のほか、現金及び預金200百万円が、関係会社の短期

借入金38百万円及び長期借入金104百万円の担保に供され

ております。  

建物  5 短期借入金  297

機械及び装置  2
１年内返済予定

の長期借入金  129

土地  98  長期借入金  272

※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 530百万円 

未収入金 790百万円 

未収入金 504百万円 

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         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   
  

  

保証先 保証金額 内容

㈱東京ゴム製作所        509百万円 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 67百万円 銀行借入

上海フコク有限公司 354百万円 銀行借入

東莞フコク有限公司 344百万円 銀行借入

青島フコク有限公司 352百万円 銀行借入

フコクアメリカ
インク（注） 546百万円 銀行借入

計 2,254百万円   

（注）フコクアメリカインクに対する保証金額は、債務保

   証損失引当金200百万円を控除した純額であります。
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（損益計算書関係）

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) 

※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 154百万円 

ロイヤルティ収入 370百万円 

受取配当金 107百万円

ロイヤルティ収入 308百万円

貸倒引当金繰入額 710百万円

債務保証損失引当金繰入額 200百万円

    

※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 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  機械及び装置               7百万円 

                 

※３ 固定資産売却損の内訳 

         土地                4百万円 

※３ 固定資産売却損の内訳 

         機械及び装置           2百万円 

※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 

※４ 固定資産除却損の内訳 

  建物                     3百万円 

  構築物                   5百万円 

         機械及び装置            45百万円 

  車輛運搬具            0百万円 

  工具、器具及び備品         5百万円 

 ※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 

 ※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                  837百万円 

※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 

 ７         ――――――― 
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前事業年度（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 

 (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。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (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１千株はストックオプションの行

   使に伴う減少であります。 

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) 

 ―――――― 

  

※８ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

  当社は、各工場を基準として資産のグルーピング

を行っており、また、遊休資産については個別資産

ごとにグルーピングを行っております。 

  建物、機械及び装置等のうち、遊休状態にあり

今後の使用目処が立っていないため実質的に無価値

と判断したものについては、帳簿価額を備忘価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失（364百万円）と

して特別損失に計上しております。また、収益性低

下等により投資額の回収が困難であると見込まれる

ため、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失（422百万円）として特別損

失に計上しております。回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローを５％

で割り引いて算定しております。 

 土地については地価の下落による帳簿価額と回収

可能価額の乖離を解消するため、同資産の帳簿を回

収可能価額まで減額し、当該減損額を減損損失（２

百万円）として特別損失として計上しております。

回収可能価額は正味売却予定価額により算定してお

ります。 

場所 用途 種類 

上尾工場
工業用ゴム 
製造設備 

建物、機械及
び装置他 

群馬工場
工業用ゴム 
製造設備 

機械及び装置
他 

群馬第二工場
工業用ゴム 
製造設備 

機械及び装置
他 

愛知工場
工業用ゴム 
製造設備 

機械及び装置
他 

栃木県那須町 遊休資産 土地 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
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  1  442

合計  442  0  1  442
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21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。 

  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

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) 

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  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

繰延税金資産の純額  495

繰延税金資産 （百万円)

減価償却超過額  15

少額減価償却資産  10

減損損失  

投資有価証券評価損 

 

 

319

6

関係会社株式評価損  336

ゴルフ会員権評価損  26

貸倒引当金損金算入限度超過額  289

賞与引当金  121

退職給付引当金  60

役員退職慰労引当金  156

  債務保証損失引当金 

 繰越欠損金 

 その他 

 

 

 

81

777

75

評価性引当額  △2,277

繰延税金資産合計  －

繰延税金負債   

建物圧縮積立金  27

土地圧縮積立金  68

その他有価証券評価差額金  9

その他    25

繰延税金負債合計  130

繰延税金負債の純額  130

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  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   

  （％）

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  △1.3

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
 0.2

住民税均等割  △0.6

評価性引当額の増減  △70.5

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △31.9

（１株当たり情報）

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) 

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

１株当たり純資産額    839円43銭

１株当たり当期純損失        174円80銭

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、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は純損失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。 

  

   該当事項はありません。 

  

  
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） 

１株当たり当期純利益金額又は純損失額     

当期純利益又は純損失（△）（百万円）  579  △3,000

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又は純損失

（△）（百万円） 
 579  △3,000

期中平均株式数（千株）  17,166  17,166

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は純損失調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  18  －

（うち新株予約権）  (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 

  

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  

10,000株 

 新株予約権の数 

100個 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成16年６月29日    

 普通株式  

69,000株 

 新株予約権の数 

690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   

66,000株 

 新株予約権の数 

660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 

新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成20年６月26日 

 普通株式  

  37,000株 

 新株予約権の数 

370個  

（重要な後発事象）
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役員の異動（平成21年６月26日付） 

①代表取締役の異動 

  代表取締役社長の異動 

         取締役会長        河本 太郎（現代表取締役社長） 

         代表取締役社長       河本 次郎（現代表取締役副社長） 

 

         ※ なお、代表取締役は、河本次郎１名となります。 

 

②その他の役員の異動     

  新任取締役候補  

          取締役          猪原 昭（現購買副本部長）   

          取締役          中澤 章（現生産副本部長）   

     退任予定取締役    

            常務取締役        末岡 一彦（任期満了） 

            常務取締役        中島 久道（任期満了） 

           常務取締役        髙橋 壽雄（任期満了） 

           取締役          町田 省司（任期満了）  

           取締役          太田 隆男（任期満了） 

           取締役          酒井 達夫（任期満了）  

           取締役          秋永 博文（任期満了） 

           取締役          中野 明洋（任期満了） 

           取締役          吉田 孝雄（任期満了）  

           取締役          飯田 光孝（任期満了） 

  

           ※ 退任する取締役10名は、酒井達夫を除き使用人身分の執行役員として、引き続き      

               業務執行を担当致します。 

       

 

      新任監査役候補    

           常勤監査役        酒井 達夫（現取締役管理本部長） 

            

    退任予定監査役 

           監査役（非常勤）     宮澤 爽（辞任） 

           監査役（非常勤）     宮本 勝司（辞任）  

  

     役位異動予定監査役                        

                      監査役（非常勤）     山本 敞達（現常勤監査役） 

           監査役（非常勤）     鈴木 靖之（現常勤監査役） 

  

  

６．その他
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