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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 107,505 △12.3 8,553 18.2 8,118 17.5 4,468 13.6
21年3月期 122,518 △13.5 7,237 △50.6 6,906 △54.3 3,934 △60.5

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
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 ％ ％ ％

22年3月期 83.83 ― 6.0 6.9 8.0
21年3月期 74.60 73.86 5.2 6.0 5.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △146百万円 21年3月期  125百万円

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

22年3月期 122,670 79,067 62.5 1,438.56
21年3月期 112,140 74,559 64.5 1,355.98

（参考） 自己資本   22年3月期  76,678百万円 21年3月期  72,279百万円

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

22年3月期 13,814 △8,702 △3 34,108
21年3月期 11,021 △13,613 10,503 28,711

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 30.00 ― 24.00 54.00 2,878 72.4 3.7
22年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00 1,599 35.8 2.1

23年3月期 
（予想）

― 20.00 ― 20.00 40.00 35.5

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

55,000 13.4 4,600 156.9 4,400 221.6 2,700 393.6 50.65

通期 112,000 4.2 10,000 16.9 9,800 20.7 6,000 34.3 112.57



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） 

※詳細は、18ページの「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期 53,754,477株 21年3月期 53,754,477株

② 期末自己株式数 22年3月期  452,137株 21年3月期  450,361株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 55,732 △5.2 3,795 96.9 5,186 53.2 660 △67.2

21年3月期 58,805 △15.1 1,927 △70.7 3,384 △65.6 2,014 △68.6

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

22年3月期 12.40 ―

21年3月期 38.18 37.83

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

22年3月期 102,409 67,962 66.4 1,274.94
21年3月期 96,504 68,686 71.2 1,288.47

（参考） 自己資本 22年3月期  67,962百万円 21年3月期  68,686百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績の分析」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析 

 当期のわが国の経済は、一昨年秋からの金融危機の影響による世界同時不況に対し、各国の景気刺激策等によりよ

うやく明るさが見えはじめました。特に中国の内需拡大を中心にアジアの回復傾向が顕著でありました。 

 このような状況下、日系自動車メーカーや韓国自動車メーカーをはじめ生産、販売状況の回復の兆しが見られたも

のの、年度前半における各自動車メーカーの在庫調整等の影響もあり、当期の連結売上高は1,075億5百万円（前期比

12.3％減）となりました。一方利益面では、固定費の削減をはじめ、生産効率を高める収益改善活動が効を奏し営業

利益は85億5千3百万円（同18.2％増）、経常利益81億1千8百万円（同17.5％増）、当期純利益は44億6千8百万円（同

13.6％増）となりました。 

 主な事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

①合成樹脂成形品事業 

〔国内自動車業界向け〕 

 年度前半は、世界的な景気後退により自動車生産台数は大幅な減少となりましたが、後半は、エコカー減税・補助

金の効果により回復基調となりました。この状況を受けニフコの販売も回復致しましたが、相対的にニフコ商品の搭

載金額が少ない小型車の生産台数の比率が増加した事により、売上、利益ともに前期を上回る事は出来ませんでし

た。 

 各自動車メーカーは、安全・燃費・環境規制へ対応する車両の開発と、中国・インドなど拡大する市場での現地生

産化を推し進めています。ニフコにおいても、環境に優しい燃料系部品の開発や、軽量化に寄与するプラスチック部

品の更なる用途拡大を進めており、併せて顧客の現地生産に応える供給体制の強化を図っています。 

〔海外自動車業界向け〕 

 当社海外連結子会社の業績は、下期に中国地区が先駆けて回復基調となりましたが、通期では、前期からの景気後

退の影響を受け、日系自動車メーカーの海外生産台数が減少し、前期比で減収減益となりました。 

 このため、当社グループでは海外子会社の工場増設計画の延期や、また米国内における子会社２社の合併を図る

（平成21年４月１日付けで合併完了）など、さまざまな合理化を推し進めました結果、年度後半から収益性も回復し

営業利益率も二桁（10％以上）を確保する事ができました。 

〔その他業界向け〕 

 住宅関連市場向けには、高級感を演出し安全性・快適性の向上に寄与するファインテックモーション部品の売上が

順調に増加しております。特にドア、キッチン等の収納向け部品はバリエーションも拡大し、市場においても高い評

価を受けております。 

 また、昨年開設しました「ニフコアイデアハウス」は非常に好評で、住宅関連業界はもちろんのこと、自動車、家

電等の業界関係者も多数ご来場いただきました。本年はそれをリニューアルし、改良品に加え新たな開発品も展示す

るなど引き続き提案活動を展開してまいります。 

 なおエレクトロニクス関連市場向けの部品については、ユーザーのグローバル化に対応して、ファスナーをはじめ

ダンパー、クラッチ、ヒンジなどの高機能部品開発および生産・供給はアジアを中心に現地化しており、ユーザーか

ら期待と高い信頼を得ております。さらに、バックル事業につきましては海外子会社との連携を進めるとともに、海

外展示会への製品出展による知名度向上とビジネス拡大を図っております。  

 以上の結果、合成樹脂成形品事業としましては、当期の売上高は895億1千2百万円（前期比11.8％減）、営業利益

は108億4千8百万円（同14.4％増）と、減収・増益となりました。 

②ベッド及び家具事業 

 本事業は子会社のシモンズ株式会社およびそのアジアの子会社が日本およびアジアで高級ベッドの製造・販売を行

っております。 

 売上高は、景気の悪化に加え特に首都圏での外資系ホテルのオープンが一段落したこともあり135億2千2百万円

（前期比13.7％減）となりました。 

 利益面では座間工場および厚木物流センターの機能を集約し、昨年5月に富士小山工場へ移転したことに伴う初期

コスト増もあり、営業利益は10億1千1百万円（前期比31.0％減）となりました。 

③その他の事業 

 本事業は主に新聞及び出版事業と電子部品関連事業であります。新聞及び出版事業は、メディアの多様化により厳

１．経営成績
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しい業況にあり、引き続き徹底した経費削減に努めております。 

 電子部品関連事業につきましては、平成21年11月に子会社株式の一部譲渡（保有株式の70％）を行っており、持分

法適用会社に移行しました。これらの結果、その他の事業の売上高は44億7千万円、営業損失は2億8千8百万円となり

ました。  

（次期の業績見通し） 

 次期の業績につきましては、当社の主力事業であります合成樹脂成形品事業は、引き続き堅調な需要が見込まれ、

特に中国を中心としたアジアでの伸びが見込まれます。 

 このような中、当社グループでは、新商品の開発はもちろんのこと、生産の合理化および固定費の削減等で体質の

強化・維持に努めてまいります。 

 以上の状況により業績予想といたしましては、連結売上高1,120億円（前期比4.2％増）、営業利益100億円（同

16.9％増）、経常利益98億円（同20.7％増）、当期純利益60億円（同34.3％増）を見込んでおります。 

（次期の業績予想値算出の前提条件） 

 主要な為替レートは、90円／米ドル、7.0円／100韓国ウォン、115円／ユーロと見込んでおります。なお、前期と

同じレートを適用した場合、売上高で約16億円の減少、営業利益で約2億円減となります。  

※業績予想の利用に関する注意事項 

 将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、潜在的な

リスクや不確実性を含んでいます。現実の結果は様々な要因の変化により、これらの見通しとは大きく異なる結果と

なる可能性があることをご承知おき下さいますよう御願い致します。                      

(2）財政状態に関する分析 

                                              （百万円）

  

  

総資産については前期末に比べ105億3千万円増加し、1,226億7千万円となりました。この主な増加要因は第4四半

期における取引高の増加により受取手形及び売掛金が58億9千9百万円増加したことや現金及び預金が60億9千6百万円

増加したことなどによるものであります。  

負債については前期末に比べ60億２千２百万円増加し、436億３百万円となりました。この主な増加要因は第4四

半期における取引高の増加より支払手形及び買掛金が25億４千３百万円増加したこと、手元流動性を高めるために外

  当期 前期 増減

総資産  122,670  112,140  10,530

自己資本  76,678  72,279  4,399

自己資本比率 ％ 62.5 ％ 64.5 p △2.0

  当期 前期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー  13,814  11,021  2,792

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,702  △13,613  4,910

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3  10,503  △10,507

換算差額  288  △2,951  3,240

現金及び現金同等物の増減額  5,397  4,960  437

現金及び現金同等物の期首残高  28,711  23,750  4,960

現金及び現金同等物の期末残高  34,108  28,711  5,397

借入金・社債の期末残高  19,371  17,197  2,173
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部借入し、長期借入金24億６千４百万円増加したことによるものであります。 

 自己資本については、前期末に比べ43億9千9百万円増加し、766億7千8百万円となりました。利益剰余金が26億5千

5百万円増加したことなどによるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は前期末に比べ2.0ポイント減少し、62.5％となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期と比較して27億9千2百万円増加し、138億1千4百万円とな

りました。これは当期において、税金等調整前当期純利益が18億8千4百万円増加したことや法人税等の還付があった

ことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して49億1千万円減少し、87億2百万円となりました。こ

れは前期においてシモンズの新工場建設があったことや今期の設備投資の抑制もあり有形固定資産の取得による支出

が37億8千1百万円減少したことなどによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が29億5千1百万円ありましたが、一方で配当

金の支払で18億1千3百万円の支出や短期借入金の返済があったことなどにより、3百万円となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べて53億9千7百万円増加し、341億8百万円となりま

した。 

 なお、経済環境に対応するために安定的な資金調達手段の確保として105億円のコミットメントライン契約を継続

しております。 

  

(注) 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 

＊ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

＊ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

＊ キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当期においては、業績が堅調に推移したため、平成22年3月期の期末配当につきましては、平成22年３月１日に発

表したとおり１株当りの普通配当を20円といたしました。これにより、既に実施しました中間配当10円を含め、１株

当りの年間配当金は30円となります。 

 なお、当社は通年ベースの配当性向を連結当期純利益の３分の１（33％）を目処にしておりますが、株主還元を重

視する観点から年間配当金を配当性向の目処を上回る30円にしたものです。 

 次期の配当につきましては、厳しい経営環境ではありますが、継続的な収益改善活動や固定費の削減等による効果

を織り込んだ予想利益の達成を勘案し、当期に比べ10円増配の１株当たり40円（中間配当金20円、期末配当金20円）

    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 平成22年３月期

自己資本比率 (％)  58.1  65.0  66.8  64.5  62.5

時価ベースの自己資本比率 (％)  108.0  137.9  100.1  50.7  93.4

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率 
(年)  1.0  0.7  0.3  1.7  1.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
(倍)  34.2  39.1  80.5  34.9  43.7
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の年間配当を見込んでおります。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループが事業を進めるうえで留意すべきリスクのうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主

要な事項は次のとおりと考えております。なお、リスクが顕在化する可能性が必ずしも高くないと考えられる事項に

ついても、投資家の判断上、一般的に重要な事項については積極的に開示しております。 

 

 また、これらのリスクの他に通常想定できないリスクが事業活動の拡大・変化に伴い突然顕在化する可能性は否定

できませんので、そのような不測のリスク発生の回避あるいは不測のリスクが発生した場合の適切な対応に努めてま

いります。 

 

 なお、文中における将来に関する事項は、当社グループが決算短信提出日（平成22年5月10日）現在において判断

したものです。 

  

①経済状況 

 当社グループでは、自動車メーカー、特に主要日系自動車メーカーに対する売上比率が高い水準にありますが、こ

れら日系自動車メーカー向けの製品の需要は、世界経済の動向、特に主要市場である日本をはじめ米国、中国などの

経済状況に影響されます。 

 リーマンショックの後の世界的景気悪化や自動車需要の急激な縮小により、自動車メーカーの生産台数が大幅に減

少し、当社グループの業績および財務状況に悪影響が及んだことはその実例であります。 

  

②価格競争リスク 

 当社グループの主たる事業である合成樹脂成形品については適正な製品価格設定に努めておりますが、主要取引先

である自動車メーカーからのコストダウン要請も強まっております。 

 このため、他社との受注競争において想定以上の製品価格競争に晒された場合には、当社グループの業績および財

務状況が悪影響を受ける可能性があります。 

  

③原材料の価格変動及び調達にかかるリスク 

 当社グループが使用する原材料の価格は、原油およびナフサ価格等の変動に伴い大きく変動するため、これら原材

料の価格上昇分を製品価格に十分に転嫁できない場合、あるいは安価な原材料への転換が進まない場合などには、当

社グループの業績および財務状況が悪影響を受ける可能性があります。また、原材料供給業者における不慮の事故な

どの影響により、原材料の調達が予定通りできない場合にも、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

④為替変動リスク 

 当社グループの海外売上比率は、前期は42.0％、当期は39.7％と高い水準にありますが、当社からの海外向け輸出

は４％程度であり、海外子会社が生産した製品の現地販売が海外売上の大半を占めております。したがって、急激な

円高が進行した場合でも、当社が為替変動によって実損を被る割合は軽微であります。 

 しかしながら、連結財務諸表上は、海外子会社の現地通貨建てによる財務諸表の値を本邦通貨に換算するため、為

替レートの変動が連結財務諸表に影響を与えます。  

  

⑤製品の品質不良に伴うリスク 

 当社グループは、厳しい品質管理基準に従って生産を行っています。しかし、何らかの原因によって不良品が市場

に流通し、製造物責任等を問われた場合には、損害賠償やその対応に多額のコストを要するだけでなく、当社グルー

プに対するユーザーの信頼が低下し、その結果、当社グループの業績および財務状況が悪影響を受ける可能性があり

ます。 

  

⑥ カントリーリスク 

 当社グループは日系自動車メーカーを中心とするユーザーのグローバル化に対応し、そのニーズに適切かつ迅速に

対応できるように海外拠点を拡充してきましたが、海外拠点の所在国・地域において、政策・法律・税制の変更、予

測できない政治・経済の不安定化、社会運動・動乱の勃発、新型インフルエンザなどの伝染病の蔓延などによる社会

的混乱により事業の遂行が困難になる可能性があります。 

 そのため、当社グループでは、特定の国や地域に拠点が偏在しないよう拠点展開を進めていく方針ではあります

が、上記のような事態が生じた場合には、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑦地震などの自然災害リスク 

 当社グループでは、国内においては主要３工場（相模原、名古屋、宇都宮）のほかに、山形および熊本に生産子会

社２社を有し、生産能力の強化を図っているほか、海外においても米国に新工場を立ち上げるなど、生産拠点の分散

化を進めております。また仮に災害に遭遇した場合でも、 小限に被害をとどめるべく、事業所では耐震化を進める

とともに、全社員の安否確認のためのシステムを導入し、さらに復旧体制構築に向けた事業継続計画作りに着手して

おります。 

 しかしながら当社グループの生産拠点等において、地震・暴風雨などの自然災害あるいは不慮の事故などにより、

生産設備等が何らかの損害を受け、製品の製造・販売が遅延もしくは停止する場合には、当社グループの業績および

財務状況が悪影響を受ける可能性があります。 

  

 これら当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因の中でも、特に世界経済の動向に基づく自動車生産の増

減によって当社グループの業績が左右されやすいため、自動車業界を取り巻く環境・構造変化に迅速かつ適切に対応

してまいります。 

  

2010/05/10 9:50:28

-5- 



 当企業集団は当社（株式会社ニフコ）及び子会社33社、関連会社４社より構成されており、その状況についての事業系
統図を示すと次のとおりであります。  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、創立以来、事業活動を通じた「株主への利益還元」「社会への貢献」「社員の成長と幸福」を基本理念

に、「利益拡大」「顧客志向」及び「無限の創造性」をキーワードに自動車部品を主力製品とするプラスチック精密

機能部品の分野における世界Ｎo.１企業としてグローバルな成長を目指すことを基本方針としております。 

 世界Ｎo.１企業であるためには、マーケットシェア・利益率、知名度・ブランド力、技術・商品開発力、品質レベ

ル、顧客対応力のいずれにおいてもトップレベルになければなりません。 

 当社は、これらの基本方針を実現・遂行していくうえで、上記の企業理念とともに創立以来、脈々として築き上げ

てきた企業文化が当社グループのすべての社員に共有されることが重要と考え、企業理念を「ニフコ全員の信条」と

して、また企業文化を「Nifco Spirit」として明文化し、国内外の全社員に啓蒙・浸透させております。 

 また、当社は「ニフコグループ企業行動憲章」を制定し、リスクマネジメント、コンプライアンス体制を充実さ

せ、国の内外を問わずグループ全体がＣＳＲ（企業の社会的責任）を意識して行動することを表明し実践しておりま

す。特に環境問題については人類共通の課題であると認識しており、第52期（2003年度）以来、毎年「環境報告書」

を作成し当社の取り組み状況をホームページにおいて公開しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、５ヵ年中期経営計画「ANSⅢ」を2008年度からスタートさせましたが、リーマンショック後の経済環境激

変により、主要顧客である日系自動車メーカーにおける今後の生産計画等も考慮して目標とする経営指標を見直すこ

とといたしました。改定後の具体的な経営指標につきましては策定次第、別途開示いたします。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 上記のとおり、５ヵ年中期経営計画「ANSⅢ」を立案した時点と現時点とでは経営環境が大きく変化しているた

め、経営計画を全面的に見直す必要があります。具体的な経営戦略につきましては、数値目標、経営指標とともに決

定次第発表いたします。 

(4）会社の対処すべき課題 

リーマンショック以降の自動車生産台数が激減したときの経験を踏まえ、そのような状況下にあっても営業利益

を確保できる体制を維持強化することが当面の事業上の課題であります。また、グローバルベースで顧客満足度を向

上させることが課題であると考えます。 

 そのため、損益分岐点を下げるべく聖域無きコスト削減策の実施、前例に囚われない業務の見直しを進めるととも

に、新商品開発体制の強化を図り、自動車1台当たりの当社製品の搭載金額の増加と新規顧客開拓を行ってまいりま

す。さらに、グローバル化に適切に対応できるように情報システムを再構築してまいります。 

 なお、財務上の課題として、子会社における資金需要については原則的には当社グループ内での投融資にて対応い

たしますが、財務上問題のある子会社の業績向上策を実施し健全化を図っていく所存であります。 

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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 30,870 36,966

受取手形及び売掛金 18,663 24,562

有価証券 803 3,579

商品及び製品 6,312 6,364

仕掛品 1,546 1,216

原材料及び貯蔵品 2,350 2,445

繰延税金資産 914 1,134

未収還付法人税等 1,678 183

その他 2,641 2,439

貸倒引当金 △83 △75

流動資産合計 65,698 78,817

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,688 23,460

減価償却累計額 △10,094 △10,935

建物及び構築物（純額） 12,594 12,524

機械装置及び運搬具 19,002 19,653

減価償却累計額 △13,881 △14,910

機械装置及び運搬具（純額） 5,121 4,743

金型 45,910 48,056

減価償却累計額 △42,659 △45,560

金型（純額） 3,250 2,495

工具、器具及び備品 9,783 10,284

減価償却累計額 △7,963 △8,324

工具、器具及び備品（純額） 1,819 1,960

土地 11,229 11,904

建設仮勘定 2,423 1,726

その他 202 348

減価償却累計額 △126 △142

その他（純額） 76 206

有形固定資産合計 36,515 35,560

無形固定資産   

のれん 885 424

その他 1,031 710

無形固定資産合計 1,917 1,135

投資その他の資産   

投資有価証券 6,409 5,615

繰延税金資産 506 381
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

その他 1,167 1,185

貸倒引当金 △74 △26

投資その他の資産合計 8,008 7,157

固定資産合計 46,441 43,852

資産合計 112,140 122,670

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,096 12,639

短期借入金 1,253 744

1年内返済予定の長期借入金 112 330

未払金 1,443 2,267

未払法人税等 509 2,074

賞与引当金 1,118 1,091

その他 5,135 3,779

流動負債合計 19,668 22,927

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 831 3,295

未払役員退職慰労金 81 －

繰延税金負債 514 680

退職給付引当金 1,292 1,449

役員退職慰労引当金 28 －

その他 163 250

固定負債合計 17,912 20,676

負債合計 37,580 43,603

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,290 7,290

資本剰余金 11,651 11,651

利益剰余金 62,367 65,023

自己株式 △1,060 △1,064

株主資本合計 80,248 82,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △75 363

土地再評価差額金 △85 △85

為替換算調整勘定 △7,808 △6,500

評価・換算差額等合計 △7,969 △6,221

少数株主持分 2,280 2,388

純資産合計 74,559 79,067

負債純資産合計 112,140 122,670
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 122,518 107,505

売上原価 88,419 74,927

売上総利益 34,098 32,578

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 4,943 4,821

広告宣伝費 1,199 978

報酬及び給料手当 7,901 7,014

従業員賞与 1,484 1,188

賞与引当金繰入額 690 636

退職給付費用 484 465

その他の人件費 1,703 1,396

賃借料 1,490 1,216

旅費及び交通費 811 608

減価償却費 1,061 1,059

研究開発費 517 393

のれん償却額 47 74

貸倒損失 34 28

その他 4,487 4,143

販売費及び一般管理費合計 26,861 24,025

営業利益 7,237 8,553

営業外収益   

受取利息 537 299

受取配当金 56 43

工業所有権収入 70 5

持分法による投資利益 125 －

その他 271 235

営業外収益合計 1,061 584

営業外費用   

支払利息 315 325

社債発行費 80 －

為替差損 377 417

有価証券評価損 456 －

持分法による投資損失 － 146

その他 162 130

営業外費用合計 1,392 1,019

経常利益 6,906 8,118
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 8 37

有価証券償還益 － 35

投資有価証券売却益 1,131 35

補助金収入 － 86

その他 24 34

特別利益合計 1,164 229

特別損失   

固定資産処分損 65 66

投資有価証券評価損 387 －

減損損失 674 556

役員退職慰労金 1,272 －

その他 166 337

特別損失合計 2,566 959

税金等調整前当期純利益 5,504 7,388

法人税、住民税及び事業税 1,245 2,910

法人税等調整額 249 △315

法人税等合計 1,495 2,595

少数株主利益 74 325

当期純利益 3,934 4,468
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,290 7,290

当期末残高 7,290 7,290

資本剰余金   

前期末残高 11,651 11,651

当期末残高 11,651 11,651

利益剰余金   

前期末残高 62,970 62,367

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 36 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,357 △1,812

当期純利益 3,934 4,468

自己株式の処分 △1,147 △0

その他 △67 －

当期変動額合計 △638 2,655

当期末残高 62,367 65,023

自己株式   

前期末残高 △4,802 △1,060

当期変動額   

自己株式の取得 △11 △4

自己株式の処分 3,753 1

当期変動額合計 3,742 △3

当期末残高 △1,060 △1,064

株主資本合計   

前期末残高 77,109 80,248

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 36 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,357 △1,812

当期純利益 3,934 4,468

自己株式の取得 △11 △4

自己株式の処分 2,605 1

その他 △67 －

当期変動額合計 3,103 2,651

当期末残高 80,248 82,900
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 71 △75

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △146 439

当期変動額合計 △146 439

当期末残高 △75 363

土地再評価差額金   

前期末残高 △85 △85

当期末残高 △85 △85

為替換算調整勘定   

前期末残高 2,099 △7,808

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,908 1,308

当期変動額合計 △9,908 1,308

当期末残高 △7,808 △6,500

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,085 △7,969

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,055 1,747

当期変動額合計 △10,055 1,747

当期末残高 △7,969 △6,221

少数株主持分   

前期末残高 1,883 2,280

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 396 108

当期変動額合計 396 108

当期末残高 2,280 2,388

純資産合計   

前期末残高 81,078 74,559

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 36 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,357 △1,812

当期純利益 3,934 4,468

自己株式の取得 △11 △4

自己株式の処分 2,605 1

その他 △67 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,658 1,855

当期変動額合計 △6,555 4,507

当期末残高 74,559 79,067
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 5,504 7,388

減価償却費 7,979 6,623

減損損失 674 556

のれん償却額 47 74

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22 △44

賞与引当金の増減額（△は減少） △65 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 300 204

受取利息及び受取配当金 △593 △343

支払利息 315 325

社債発行費 80 －

有価証券評価損益（△は益） 456 －

為替差損益（△は益） 132 142

持分法による投資損益（△は益） △125 146

有価証券償還損益（△は益） － △35

固定資産売却損益（△は益） △8 △37

固定資産処分損益（△は益） 65 66

投資有価証券売却損益（△は益） △1,131 △35

投資有価証券評価損益（△は益） 387 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,512 △5,977

たな卸資産の増減額（△は増加） 26 △236

その他の資産の増減額（△は増加） 465 109

仕入債務の増減額（△は減少） △6,283 3,409

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △881 －

その他の負債の増減額（△は減少） △931 573

未払又は未収消費税等の増減額 － 451

その他 159 328

小計 15,108 13,692

利息及び配当金の受取額 779 340

利息の支払額 △317 △316

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,549 97

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,021 13,814
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △3,329 △4,044

定期預金の払戻による収入 3,331 2,877

有価証券の取得による支出 △1,297 △3,103

有価証券の売却及び償還による収入 1,019 2,532

有形固定資産の取得による支出 △10,731 △6,950

有形固定資産の売却による収入 180 55

投資有価証券の取得による支出 △4,292 △555

投資有価証券の売却による収入 1,130 626

子会社株式の取得による支出 △27 △74

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

338 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △148

その他 65 80

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,613 △8,702

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 10,957 1,983

短期借入金の返済による支出 △12,764 △2,538

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △92 △47

長期借入れによる収入 1,022 2,951

長期借入金の返済による支出 △8 △277

社債の発行による収入 14,919 －

社債の償還による支出 △83 －

少数株主からの払込みによる収入 78 －

自己株式の売却による収入 14 1

自己株式の取得による支出 △5 △4

配当金の支払額 △3,357 △1,813

少数株主への配当金の支払額 △177 △256

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,503 △3

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,951 288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,960 5,397

現金及び現金同等物の期首残高 23,750 28,711

現金及び現金同等物の期末残高 28,711 34,108
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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

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社は全て連結されております。 

 連結子会社数は35社であります。 

 連結子会社名は「２．企業集団の状  

況」に記載しているため、記載を省略し  

ております。 

・当連結会計年度において、株式の追加

取得により連結の範囲に含めた子会社 

ユニオン・ニフコ・カンパニー・リミ

テッド 

・当連結会計年度において、新たに設立

した子会社 

ニフコ・コリア・ユーエスエー 

その他１社  

 子会社は全て連結されております。 

 連結子会社数は33社であります。 

 連結子会社名は「２．企業集団の状  

況」に記載しているため、記載を省略し  

ております。 

・当連結会計年度において、株式の一部

売却により持分法適用の関連会社となっ

たため、連結の範囲から除外した会社 

ニフコアドヴァンストテクノロジー 

・当連結会計年度において、子会社であ

るニフコ・アメリカ・コーポレーション

に吸収合併されたため、消滅した会社 

ニフコ・ノース・アメリカ 

２．持分法の適用に関する事

項 

 関連会社は全て持分法を適用しており

ます。 

 持分法適用の関連会社数は３社であり

ます。 

・当連結会計年度において、株式の追加

取得により連結子会社となったため、持

分法の適用から除外した会社 

ユニオン・ニフコ・カンパニー・リミ

テッド 

 持分法適用の関連会社名は「２．企業  

集団の状況」に記載しているため、記載  

を省略しております。 

 関連会社は全て持分法を適用しており

ます。 

 持分法適用の関連会社数は４社であり

ます。 

・当連結会計年度において、株式の一部

売却により持分法適用の関連会社に含め

た会社 

ニフコアドヴァンストテクノロジー 

 持分法適用の関連会社名は「２．企業  

集団の状況」に記載しているため、記載  

を省略しております。 

   持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。  

 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 決算日が連結決算日（３月31日）と異

なる子会社は次のとおりであります。 

 決算日が連結決算日（３月31日）と異

なる子会社は次のとおりであります。 

  12月31日が決算日の会社 12月31日が決算日の会社 

   ニフコ・コリア 

 ニフコ・コリア・ユーエスエー  

 株式会社ジャパンタイムズ 

 シモンズ・ベディング・アンド・ファ

ニチャー・ホンコン・リミテッド 

 ニフコ・アメリカ・コーポレーション 

 ニフコ・ノース・アメリカ 

 上海利富高塑料制品有限公司 

 ニフコ・プロダクツ・エスパーニャ・

エス・エル・ユー 

 台湾扣具工業股份有限公司 

 東莞利富高塑料制品有限公司 

 台扣利富高塑胶制品（東莞）有限公司 

 ニフコ・タイランド・カンパニー・リ

ミテッド 

 ユニオン・ニフコ・カンパニー・リミ

テッド 

 ニフコ・ホンコン・リミテッド 

 北京利富高塑料制品有限公司  

 ニフコ・ベトナム・リミテッド  

 ニフコ・ポーランド  

 ニフコ・ドイチェランド 

 ニフコ・ユー・ケー・リミテッド 

 スニップ・グローブ・リミテッド 

 ニフコ・マニファクチャリング（マレ

ーシア）センディリアン・ベルハッド 

 ニフコ（シンガポール）プライヴェー

ト・リミテッド  

 その他８社 

 ニフコ・コリア 

 ニフコ・コリア・ユーエスエー  

 株式会社ジャパンタイムズ 

 シモンズ・ベディング・アンド・ファ

ニチャー・ホンコン・リミテッド 

 ニフコ・アメリカ・コーポレーション 

 上海利富高塑料制品有限公司 

 ニフコ・プロダクツ・エスパーニャ・

エス・エル・ユー 

 台湾扣具工業股份有限公司 

 東莞利富高塑料制品有限公司 

 台扣利富高塑胶制品（東莞）有限公司 

 ニフコ・タイランド・カンパニー・リ

ミテッド 

 ユニオン・ニフコ・カンパニー・リミ

テッド 

 ニフコ・ホンコン・リミテッド 

 北京利富高塑料制品有限公司  

 ニフコ・ベトナム・リミテッド  

 ニフコ・ポーランド  

 ニフコ・ドイチェランド 

 ニフコ・ユー・ケー・リミテッド 

 スニップ・グローブ・リミテッド 

 ニフコ・マニファクチャリング（マレ

ーシア）センディリアン・ベルハッド 

 ニフコ（シンガポール）プライヴェー

ト・リミテッド  

 その他８社 

   連結財務諸表の作成に当たっては、こ

れらの会社については、同決算日現在の

財務諸表を使用しております。但し、平

成21年１月１日から連結決算日平成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。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、こ

れらの会社については、同決算日現在の

財務諸表を使用しております。但し、平

成22年１月１日から連結決算日平成22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 

① 有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 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、売却原価は主として移動平均法に

より算出）によっております。 

左に同じ 

  時価のないもの 時価のないもの 

   主として移動平均法による原価法によ

っております。 

左に同じ 

  ② デリバティブ ② デリバティブ 

  時価法によっております。 左に同じ 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ③ たな卸資産 

イ．商品・製品・仕掛品・原材料及び貯

蔵品 

 主として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）によっておりま

す。 

③ たな卸資産 

イ．商品・製品・仕掛品・原材料及び貯

蔵品 

左に同じ 

  ロ．金型に係るたな卸資産 

 個別法による原価法（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）によっております。 

ロ．金型に係るたな卸資産 

左に同じ 

(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） 

 主として定率法によっております。 

 但し、当社及び国内連結子会社の、平

成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額法によっ

ております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

左に同じ 

  建物及び構築物     ５～50年 

機械装置及び運搬具   ５～12年 

金型          ２～４年 

  

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

   主として定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法により償却を行って

おります。 

左に同じ 

  ③ リース資産  ③ リース資産  

   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。 

左に同じ 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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。 

左に同じ 

  ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

   当社及び国内連結子会社については、

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。 

左に同じ 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、主と

して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。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５～10年）による定額法により、発生

連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により、発生連結会計年度から費用

処理しておりますが、一部の子会社につ

いては、翌連結会計年度から５年の定額

法で費用処理しております。 

左に同じ  

  

    （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月31

日）を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影

響はありません。  

  ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

   役員及び執行役員の退任に伴う退職慰

労金の支出に備えるため、国内連結子会

社の一部は主として内規に基づく退職慰

労金の期末要支給額を計上しておりま

す。 

左に同じ 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債は

決算日の直物為替相場、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は少数株主持分及び純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計上して

おります。 

左に同じ 

  

(5）繰延資産の処理方法  社債発行費については、支出時に全額費

用処理する方法によっております。 

            

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

左に同じ 

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、部分時価評価法によっておりま

す。 

左に同じ 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却は、５年間で均等償却し

ております。 

のれんの償却は、投資効果の発現する期

間を見積り、当該期間において均等償却

を行っております。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヵ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。 

左に同じ 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（たな卸資産の評価基準の変更） 

 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）を

適用しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較

し、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13百万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。 

                 

（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） 

 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 平成18年５月17日）を適用し、連結

決算上必要な修正を行っております。 

 なお、この変更による当連結会計年度の損益への影

響は軽微であります。 

                 

（在外子会社の収益及び費用の為替換算方法の変更） 

 当社は、従来、在外子会社の収益及び費用につい

て、決算日の直物為替相場により円貨へ換算しており

ましたが、当連結会計年度より期中平均相場により円

貨に換算する方法へ変更しております。 

 この変更は、在外子会社の事業規模を拡大したこと

及び為替相場の急激な変動による期間損益への影響を

平準化し、より適正な期間損益を連結財務諸表に反映

させるために行うものであります。 

 この変更により、当連結会計年度においては、従来

の方法によった場合と比較し、売上高は9,635百万円、

営業利益は920百万円、経常利益は1,013百万円、税金

等調整前当期純利益は938百万円増加しております。 

 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。  

                 

（リース取引に関する会計基準） 

 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。  

 なお、この変更による当連結会計年度の損益への影

響はありません。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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7,851百万円、1,315百万円、2,840百万円でありま

す。 

(連結貸借対照表）  

 １．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未払

 役員退職慰労金」は当連結会計年度において、金額的 

 重要性が乏しくなったため、「その他」に含めており 

 ます。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている 

 「未払役員退職慰労金」は75百万円であります。 

 ２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「役員

 退職慰労引当金」は当連結会計年度において、金額的 

 重要性が乏しくなったため、「その他」に含めており 

 ます。  

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている 

 「役員退職慰労引当金」は32百万円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払又は未

収消費税等の増減額」は、前会計年度は「その他負債の

増減額」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

が増したため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他負債の増減額」に含

まれている「未払又は未収消費税等の増減額」は△216

百万円であります。 

 ２．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払役員退

職慰労金の増減額」は、当連結会計年度において、金額

的重要性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払役員退職慰労金の増減額」は△５百万円でありま

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21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額

を含めて表示しております。  

１．有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額

を含めて表示しております。  

２．関連会社に関する項目 ２．関連会社に関する項目 

 関連会社に対するものは次のとおりであります。  関連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） 179百万円 投資有価証券（株式） 181百万円 

３．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法

律第34号）に基づき、平成14年３月31日に子会社であ

ります株式会社ジャパンタイムズの事業用の土地の再

評価を行っております。  

   なお、再評価差額については、土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公布

法律第24号）に基づき、「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。 

３．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法

律第34号）に基づき、平成14年３月31日に子会社であ

ります株式会社ジャパンタイムズの事業用の土地の再

評価を行っております。  

   なお、再評価差額については、土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公布

法律第24号）に基づき、「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第５号に定める不動産

鑑定士による鑑定評価により算出 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第５号に定める不動産

鑑定士による鑑定評価により算出 

再評価を行った年月日     平成14年３月31日 再評価を行った年月日     平成14年３月31日 

    

４．コミットメントライン契約 

 当社は安定的な資金調達手段の確保を目的とし、取

引金融機関11社とコミットメントライン契約を締結し

ております。 

 この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

コミットメントラインの総額 百万円 10,500

借入実行残高 百万円 －

差引額 百万円 10,500

４．コミットメントライン契約 

 当社は安定的な資金調達手段の確保を目的とし、取

引金融機関11社とコミットメントライン契約を締結し

ております。 

 この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

コミットメントラインの総額 百万円 10,500

借入実行残高 百万円 －

差引額 百万円 10,500
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．固定資産売却益の主なものは、工具、器具及び備品と

機械装置の売却によるものであります。 

１．固定資産売却益の主なものは、工具、器具及び備品と

機械装置の売却によるものであります。 

２．固定資産処分損の主なものは、金型の処分によるもの

であります。 

２．固定資産処分損の主なものは、金型の処分によるもの

であります。 

３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は

次のとおりであります。 

３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は

次のとおりであります。 

一般管理費 517百万円 

当期製造費用 1,192百万円 

合計 1,710百万円 

一般管理費 393百万円 

当期製造費用 966百万円 

合計 1,360百万円 

４．減損損失 

 当社グループは、以下の資産について減損損失を計

上しました。 

 当社グループは、自社利用の事業用資産について

は、事業所単位もしくは連結子会社単位で、賃貸不動

産及び処分予定資産（遊休資産）については、個別物

件ごとにグルーピングしております。 

 工場移転により使用しなくなる予定の建物、土地及

び生産の縮小により使用しなくなった機械装置の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（674百万円）として特別損失に計上しておりま

す。その内訳は、座間事業所651百万円（内、建物150

百万円、土地500百万円）、ニフコ・ユー・ケー・リ

ミテッド22百万円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、建物及び土地については不動産鑑定評価額によ

り評価しております。 

場所 用途 種類 

座間事業所 

神奈川県座間市 

ベッド製造工

場 

建物及び土地 

ニフコ・ユー・ケー・リミテッド 

英国クリーブランド 

合成樹脂成形

品製造設備 

機械装置 

４．減損損失 

 当社グループは、以下の資産について減損損失を計

上しました。 

 当社グループは、自社利用の事業用資産について

は、事業所単位もしくは連結子会社単位で、賃貸不動

産及び処分予定資産（遊休資産）については、個別物

件ごとにグルーピングしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

り、また継続してマイナスとなる見込みである子会社

の保有資産及び業況の悪化により回収が見込めなくな

ったのれんについて、それぞれ帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（556百万円）

として特別損失に計上しております。その内訳は、株

式会社ジャパンタイムズ295百万円（内、のれん195百

万円、建物及び構築物6百万円、機械装置及び運搬具6

百万円、工具、器具及び備品4百万円、その他82百万

円）、ニフコ・プロダクツ・エスパーニャ・エス・エ

ル・ユー260百万円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、建物及び土地については不動産鑑定評価額によ

り評価しております。 

場所 用途 種類 

株式会社ジャパンタイムズ 

東京都港区  

その他の事業 のれん・建物及

び構築物・機械

装置及び運搬

具・工具、器具

及び備品等 

ニフコ・プロダクツ・エスパーニ

ャ・エス・エル・ユー 

スペインバルセロナ 

合成樹脂成形

品事業 

のれん 

５．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額

であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。 

41百万円  

―――――― 
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前連結会計年度（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株式数の増加2,819株は、単元未満株式の買取りであります。 

２． 普通株式の自己株式の株式数の減少1,587,363株は、ストックオプションの行使7,000株、転換社債の転換

1,576,295株、単元未満株式の処分1,068株、処分3,000株による減少であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．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  53,754,477  －  －  53,754,477

合計  53,754,477  －  －  53,754,477

自己株式         

普通株式（注）１，２  2,034,905  2,819  1,587,363  450,361

合計  2,034,905  2,819  1,587,363  450,361

  
（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24日 

定時株主総会 
普通株式  1,758  34 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

平成20年10月29日 

取締役会 
普通株式  1,599  30 平成20年９月30日 平成20年12月１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24日 

定時株主総会 
普通株式  1,279 利益剰余金  24 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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株式数の増加2,812株は、単元未満株式の買取りであります。 

２． 普通株式の自己株式の株式数の減少1,036株は、単元未満株式の処分614株、関連会社保有分の持分割合変

更により減少した422株によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．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  53,754,477  －  －  53,754,477

合計  53,754,477  －  －  53,754,477

自己株式         

普通株式（注）１，２  450,361  2,812  1,036  452,137

合計  450,361  2,812  1,036  452,137

  
（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21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  1,279  24 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

平成21年10月29日 

取締役会 
普通株式  533  10 平成21年９月30日 平成21年12月１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22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  1,066 利益剰余金  20 平成22年３月31日 平成22年６月25日
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（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の平成21年３月31日現在の期末残

高と連結貸借対照表に掲記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平成22年３月31日現在の期末残

高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定 30,870百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期
預金 

△2,159百万円

現金及び現金同等物 28,711百万円

現金及び預金勘定 36,966百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期
預金 

△3,426百万円

３ヶ月以内の短期投資である有
価証券 568百万円

現金及び現金同等物 34,108百万円

２．転換社債の転換に伴い自己株式を代用したことによる

非資金取引 

自己株式減少額 3,733百万円

自己株式処分差損 △1,145百万円

転換による転換社債減少額 2,587百万円

―――――― 

３．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たにユニオン・ニフコ・カンパ

ニー・リミテッドを連結したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳は次のとおりであります。  

流動資産 1,328百万円

固定資産 658百万円

流動負債 △626百万円

固定負債 △42百万円

２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

     株式の売却により株式会社ニフコアドヴァンストテ

クノロジーが連結子会社でなくなったことに伴う売却

時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。 

流動資産 1,595百万円

固定資産 78百万円

流動負債 △1,186百万円

固定負債 △21百万円
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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 

  

  （単位 百万円）

（繰延税金資産）   

未払事業税  20

金型評価損  401

賞与引当金  434

たな卸資産評価損  58

貸倒引当金  296

退職給付引当金  485

役員退職慰労引当金  10

未払役員退職慰労金  32

子会社の繰越欠損金  1,738

投資有価証券評価損   94

減価償却費   95

その他  766

小計  4,437

同一納税主体における繰延税
金負債との相殺額 

 △1,100

繰延税金資産小計  3,336

評価性引当金  △1,915

繰延税金資産合計  1,420

    

    

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金  △1

圧縮特別積立金  △616

部分時価評価法適用による評
価差額 

 △39

退職給付信託有価証券  △351

その他  △606

小計  △1,615

同一納税主体における繰延税
金資産との相殺額  1,100

繰延税金負債計  △514
  

  （単位 百万円）

（繰延税金資産）   

未払事業税  169

金型評価損  308

賞与引当金  421

たな卸資産評価損  21

貸倒引当金  20

退職給付引当金  579

子会社の繰越欠損金  1,800

投資有価証券評価損   45

減価償却費   89

その他  999

小計  4,456

同一納税主体における繰延税
金負債との相殺額 

 △1,106

繰延税金資産小計  3,350

評価性引当金  △1,834

繰延税金資産合計  1,516

    

    

    

    

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金  △244

圧縮特別積立金  △620

部分時価評価法適用による評
価差額 

 △33

退職給付信託有価証券  △354

その他  △532

小計  △1,786

同一納税主体における繰延税
金資産との相殺額  1,106

繰延税金負債計  △680
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前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

２．連結財務諸表提出会社の法人税等の計算に用いられた

税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差

異の主要な項目別の内訳 

２．連結財務諸表提出会社の法人税等の計算に用いられた

税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差

異の主要な項目別の内訳 

  

  （単位 ％）

法定実効税率  40.6

（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 

 △2.2

住民税均等割  1.3

海外子会社の税率差異によるもの  △16.1

評価性引当金の増減  7.7

持分法による投資利益   △1.0

受取配当金の連結消去に伴う影響額  10.0

試験研究費等の特別税額控除  △13.1

その他  △1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率  27.2

  （単位 ％）

法定実効税率  40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない
項目  2.4

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

 △4.5

住民税均等割  0.4

海外子会社の税率差異によるもの  △10.5

評価性引当金の増減  2.5

持分法による投資利益  0.7

受取配当金の連結消去に伴う影響額  5.5

試験研究費等の特別税額控除  △4.5

還付法人税等申告差異調整額   2.0

その他  0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  35.1
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．事業は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．各区分の主な製品は次のようなものであります。 

(1）合成樹脂成形品事業…工業用プラスチック・ファスナー、プラスチック精密成形部品等 

(2）ベッド及び家具事業…各種ベッド、リクライニングチェアー等 

(3）その他の事業…………英字新聞、その他出版物、液晶表示等電子部品等 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、3,462百万

円及び3,161百万円であり、その主なものは、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、36,220百万円及び 

45,235百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産

等であります。 

５．資本的支出には、長期前払費用の増加額を含んでおります。 

６．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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、前連結会計年度より「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）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に比べ

て、前連結会計年度の営業利益は、合成樹脂成形品事業で6百万円、ベッド及び家具事業で6百万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

  
合成樹脂成
形品事業 
（百万円） 

ベッド及び
家具事業 
（百万円） 

新聞及び出
版事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

合計
（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  101,469 15,662 2,862 2,523  122,518  － 122,518

(2）セグメント間の内部売上高   － 0 20 1  22 (22)  －

計  101,469 15,663 2,883 2,525  122,541 (22) 122,518

営業費用  91,990 14,198 3,219 2,643  112,051  3,229 115,280

営業利益又は営業損失（△）  9,479 1,465 △335 △118  10,490 (3,252) 7,237

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
              

資産  63,162 14,035 1,225 8,982  87,405  24,734 112,140

減価償却費  7,360 306 4 16  7,688  291 7,979

減損損失  22 651 － －  674  － 674

資本的支出  7,900 3,050 29 19  11,001  473 11,474

  
合成樹脂成形品
事業 

（百万円） 

ベッド及び家具
事業 

（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

合計
（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  89,512 13,522 4,470 107,505  － 107,505

(2）セグメント間の内部売上高   － 0 31 32 (32)  －

計  89,512 13,523 4,502 107,538 (32) 107,505

営業費用  78,663 12,511 4,790 95,966  2,985 98,952

営業利益又は営業損失（△）  10,848 1,011 △288 11,571 (3,018) 8,553

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
            

資産  69,996 13,046 8,756 91,799  30,935 122,735

減価償却費  6,084 421 16 6,522  101 6,623

減損損失  260 － 295 556  － 556

資本的支出  5,304 176 23 5,504  70 5,574
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 （在外子会社の収益及び費用の為替換算方法の変更） 

 「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」に記載のとおり、当社は従来、在外子会社の収益及び費用につい

て、決算日の直物為替相場により円貨へ換算しておりましたが、前連結会計年度より期中平均相場により円貨に換算する方法へ

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に比べて、前連結会計年度の営業利益が、合成樹脂成形品事業で776百万円、ベッド

及び家具事業で143百万円増加しております。 

７．前連結会計年度において区分表示しておりました「新聞及び出版事業」は、当該事業の重要性が低下したため、当連結会計年度よ

り「その他」に含めて表示することに変更しております。なお、当連結会計年度の「新聞及び出版事業」の外部顧客に対する売上

高は2,370百万円、営業損失402百万円であります。 
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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．日本以外の区分に属する国又は地域の内訳の主なものは次のとおりであります。 

(1）アジア…韓国、香港、中国、台湾、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム 

(2）北米……米国 

(3）欧州……英国、スペイン、ポーランド、ドイツ 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、3,462百万

円及び3,161百万円であり、その主なものは、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、36,220百万円及び

45,235百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産

等であります。 

５．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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、前連結会計年度より「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）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に比べ

て、前連結会計年度の営業利益は、日本で13百万円減少しております。 

 （在外子会社の収益及び費用の為替換算方法の変更） 

 「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」に記載のとおり、当社は従来、在外子会社の収益及び費用につい

て、決算日の直物為替相場により円貨へ換算しておりましたが、前連結会計年度より期中平均相場により円貨に換算する方法へ

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に比べて、前連結会計年度の営業利益が、アジアで842百万円、欧州で111百万円増

加、北米で30百万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） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計 

（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  71,252 32,881 11,640 6,744  122,518  － 122,518

(2）セグメント間の内部売上高  3,760 1,228 21 0  5,011 (5,011) －

計  75,013 34,110 11,661 6,744  127,530 (5,011) 122,518

営業費用  70,079 29,184 11,857 6,473  117,594 (2,313) 115,280

営業利益又は営業損失（△）  4,934 4,925 △195 271  9,935 (2,698) 7,237

Ⅱ 資産  46,074 25,413 7,458 5,142  84,089  28,050 112,140

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計 

（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  65,341 28,294 8,654 5,215  107,505  － 107,505

(2）セグメント間の内部売上高  4,296 1,201 1 0  5,499 (5,499) －

計  69,637 29,495 8,656 5,215  113,005 (5,499) 107,505

営業費用  62,553 25,389 9,007 4,934  101,884 (2,932) 98,952

営業利益又は営業損失（△）  7,084 4,106 △350 280  11,120 (2,567) 8,553

Ⅱ 資産  45,371 30,175 8,383 6,074  90,006  32,729 122,735
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）北米…………米国、カナダ、メキシコ 

(2）アジア………韓国、台湾、中国、香港、タイ、マレーシア、シンガポール等 

(3）欧州…………英国、スペイン、フランス、ドイツ、ポーランド、チェコ、ハンガリー等 

(4）その他………トルコ、豪州等 

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への売上高であります。 

４．会計処理の方法の変更 

 （在外子会社の収益及び費用の為替換算方法の変更） 

 「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」に記載のとおり、当社は、従来、在外子会社

の収益及び費用について、決算日の直物為替相場により円貨へ換算しておりましたが、前連結会計年度より

期中平均相場により円貨に換算する方法へ変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、前連結会計年度の海外売上高が、北米で1,434百万

円、アジアで6,348百万円、欧州で1,769百万円、その他で82百万円増加しております。前連結会計年度の連

結売上高は、9,635百万円増加しております。 

ｃ．海外売上高

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  11,847  32,948  6,402  210  51,408

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  122,518

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 9.7  26.9  5.2  0.2  42.0

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,088  28,532  4,974  84  42,679

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  107,505

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 8.5  26.5  4.6  0.1  39.7
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 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  該当事項はありません。  

  

 リース取引、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引、退職給付関係、ストック・オプション等関係、関連

当事者との取引、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略します。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,355.98円 

１株当たり当期純利益金額 74.60円 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 73.86円 

１株当たり純資産額 1,438.56円 

１株当たり当期純利益金額 83.83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、希薄化効果を有している潜在株式が存
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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  3,934  4,468

普通株式に係る当期純利益（百万円）  3,934  4,468

期中平均株式数（千株）  52,740  53,303

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  3  －

（うち支払利息(税額相当額控除後)）  (0) （－） 

（うち事務手数料(税額相当額控除後)）  (2) （－） 

普通株式増加数（千株）  570  －

（うち転換社債）  (569) （－） 

（うち新株予約権）  (1) （－） 

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金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予約権

の数4,100個）。 

新株予約権２種類（新株予約権

の数 個）。 4,030

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,967 23,527

受取手形 1,239 1,349

売掛金 9,000 13,510

有価証券 467 1,502

商品及び製品 1,464 1,398

仕掛品 340 377

原材料及び貯蔵品 283 293

前渡金 6 2

繰延税金資産 474 708

短期貸付金 3 4

関係会社短期貸付金 5,161 4,349

未収入金 1,693 1,866

未収還付法人税等 1,678 －

その他 74 62

貸倒引当金 △11 △2

流動資産合計 37,843 48,950

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,475 14,475

減価償却累計額 △8,020 △8,384

建物（純額） 6,454 6,091

構築物 657 657

減価償却累計額 △498 △516

構築物（純額） 158 140

機械及び装置 6,688 6,690

減価償却累計額 △5,547 △5,577

機械及び装置（純額） 1,140 1,112

車両運搬具 51 45

減価償却累計額 △43 △41

車両運搬具（純額） 8 4

工具、器具及び備品 6,110 5,957

減価償却累計額 △5,304 △5,275

工具、器具及び備品（純額） 805 682

金型 43,203 44,800

減価償却累計額 △40,548 △43,071

金型（純額） 2,654 1,728

土地 8,853 8,853

リース資産 － 8
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 7

建設仮勘定 1,521 1,192

有形固定資産合計 21,599 19,813

無形固定資産   

ソフトウエア 463 314

施設利用権 31 30

無形固定資産合計 494 344

投資その他の資産   

投資有価証券 6,195 5,371

関係会社株式 27,161 25,542

関係会社長期貸付金 1,534 1,238

破産更生債権等 － 2

長期前払費用 22 27

繰延税金資産 1,302 1,038

その他 365 305

貸倒引当金 △13 △226

投資その他の資産合計 36,567 33,300

固定資産合計 58,660 53,458

資産合計 96,504 102,409

負債の部   

流動負債   

支払手形 924 1,128

買掛金 7,155 11,195

未払金 1,078 1,586

未払費用 357 387

未払法人税等 31 1,722

預り金 52 52

賞与引当金 836 843

設備関係支払手形 302 129

設備関係未払金 1,119 819

その他 56 43

流動負債合計 11,913 17,908

固定負債   

未払役員退職慰労金 81 75

社債 15,000 15,000

長期借入金 － 418

退職給付引当金 802 1,016

受入保証金 21 21

その他 － 5
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債合計 15,904 16,538

負債合計 27,817 34,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,290 7,290

資本剰余金   

資本準備金 11,651 11,651

資本剰余金合計 11,651 11,651

利益剰余金   

利益準備金 1,793 1,793

その他利益剰余金   

固定資産圧縮特別勘定積立金 319 292

別途積立金 47,700 45,700

繰越利益剰余金 1,061 1,936

利益剰余金合計 50,873 49,722

自己株式 △1,055 △1,058

株主資本合計 68,760 67,605

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △74 357

評価・換算差額等合計 △74 357

純資産合計 68,686 67,962

負債純資産合計 96,504 102,409
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 56,864 54,206

商品売上高 1,940 1,525

売上高 58,805 55,732

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 1,818 1,371

当期製品製造原価 42,451 39,251

当期製品仕入高 430 203

合計 44,700 40,827

製品期末たな卸高 1,371 1,305

製品売上原価 43,328 39,522

商品売上原価   

商品期首たな卸高 177 92

当期商品仕入高 1,245 1,120

合計 1,422 1,213

商品期末たな卸高 92 93

商品売上原価 1,330 1,119

売上原価 44,658 40,642

売上総利益 14,147 15,089

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,184 3,020

広告宣伝費 60 64

報酬及び給料手当 2,990 2,761

従業員賞与 825 709

賞与引当金繰入額 467 433

退職給付費用 321 301

その他の人件費 714 627

賃借料 466 453

旅費及び交通費 361 279

事業税 82 71

減価償却費 465 442

研究開発費 475 312

支払手数料 － 584

その他 1,803 1,234

販売費及び一般管理費合計 12,219 11,294

営業利益 1,927 3,795
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 199 100

有価証券利息 93 81

受取配当金 1,411 892

工業所有権収入 797 651

雑収入 233 226

営業外収益合計 2,736 1,953

営業外費用   

支払利息 － 9

社債利息 190 207

有価証券評価損 456 －

不動産賃貸原価 92 85

為替差損 352 183

社債発行費 80 －

雑損失 106 77

営業外費用合計 1,278 562

経常利益 3,384 5,186

特別利益   

投資有価証券売却益 1,131 7

関係会社株式売却益 － 144

過年度損益修正益 355 －

有価証券償還益 － 35

その他 24 20

特別利益合計 1,510 207

特別損失   

固定資産処分損 57 34

投資有価証券評価損 387 －

関係会社株式評価損 － 2,540

貸倒引当金繰入額 261 222

役員退職慰労金 1,272 －

その他 － 75

特別損失合計 1,978 2,872

税引前当期純利益 2,916 2,521

法人税、住民税及び事業税 △65 2,125

法人税等調整額 968 △265

法人税等合計 902 1,860

当期純利益 2,014 660
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,290 7,290

当期末残高 7,290 7,290

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 11,651 11,651

当期末残高 11,651 11,651

資本剰余金合計   

前期末残高 11,651 11,651

当期末残高 11,651 11,651

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,793 1,793

当期末残高 1,793 1,793

その他利益剰余金   

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 352 319

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △32 △27

当期変動額合計 △32 △27

当期末残高 319 292

別途積立金   

前期末残高 46,200 47,700

当期変動額   

別途積立金の積立 1,500 －

別途積立金の取崩 － △2,000

当期変動額合計 1,500 △2,000

当期末残高 47,700 45,700

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,023 1,061

当期変動額   

剰余金の配当 △3,357 △1,812

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 32 27

別途積立金の積立 △1,500 －

別途積立金の取崩 － 2,000

当期純利益 2,014 660

自己株式の処分 △1,150 △0
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 △3,961 875

当期末残高 1,061 1,936

利益剰余金合計   

前期末残高 53,368 50,873

当期変動額   

剰余金の配当 △3,357 △1,812

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純利益 2,014 660

自己株式の処分 △1,150 △0

当期変動額合計 △2,494 △1,151

当期末残高 50,873 49,722

自己株式   

前期末残高 △4,802 △1,055

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △4

自己株式の処分 3,753 1

当期変動額合計 3,747 △3

当期末残高 △1,055 △1,058

株主資本合計   

前期末残高 67,507 68,760

当期変動額   

剰余金の配当 △3,357 △1,812

当期純利益 2,014 660

自己株式の取得 △5 △4

自己株式の処分 2,602 1

当期変動額合計 1,252 △1,155

当期末残高 68,760 67,605
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 66 △74

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 431

当期変動額合計 △140 431

当期末残高 △74 357

評価・換算差額等合計   

前期末残高 66 △74

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 431

当期変動額合計 △140 431

当期末残高 △74 357

純資産合計   

前期末残高 67,574 68,686

当期変動額   

剰余金の配当 △3,357 △1,812

当期純利益 2,014 660

自己株式の取得 △5 △4

自己株式の処分 2,602 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 431

当期変動額合計 1,111 △723

当期末残高 68,686 67,962
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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

会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(たな卸資産の評価基準の変更） 

  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）を適

用しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれ

ぞれ６百万円減少しております。 

――――――  

（リース取引に関する会計基準） 

  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。 

 なお、この変更による当事業年度の損益への影響は

ありません。 

―――――― 

  

―――――― 

  

  

  

（退職給付に係る会計基準の変更） 

  当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益に与える影響はありません。 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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、前事業年度に

おいて、「商品」「製品」「原材料」「貯蔵品」として

掲記されていたものは、当事業年度から「商品及び製

品」「原材料及び貯蔵品」として掲記しております。 

――――――  

――――――  （損益計算書） 

 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示しておりました「支払手数料」は、金額的重要性が増し

たため区分掲記しております。 

 なお、前期における「支払手数料」の金額は780百万円

であります。 

2010/05/10 9:50:28

-43- 



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１．債務保証 １．債務保証 

保証先 

債務保証残高 

内容
外貨額 円貨額 

（百万円） 

［関係会社］       

ニフコ・ノース・アメリカ 百万ドル 
 10

1,029
銀行借
入保証 

ニフコ・タイランド・カン
パニー・リミテッド 

百万タイ 
バーツ 

 190 524
銀行借
入保証 

ニフコ・ポーランド 百万ズロチ 
 5

135
銀行借
入保証 

ニフコ・プロダクツ・エス
パーニャ・エス・エル・ユ
ー 

百万ユーロ 
 3 493

銀行借
入保証 

合計  － 2,183 －

保証先

債務保証残高 

内容
外貨額 円貨額 

（百万円） 

［関係会社］       

ニフコ・アメリカ・コーポ
レーション  

百万ドル 
 10

930
銀行借
入保証 

ニフコ・タイランド・カン
パニー・リミテッド 

百万タイ 
バーツ 

 40 115
銀行借
入保証 

ニフコ・ポーランド
百万ズロチ 

 11
376

銀行借
入保証 

ニフコ・プロダクツ・エス
パーニャ・エス・エル・ユ
ー 

百万ユーロ 
 0.7 87

銀行借
入保証 

合計 － 1,509 －

 ２．関係会社に対する資産及び負債  ２．関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する債権債務のうち、主なものは次のとお

りであります。  

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する債権債務のうち、主なものは次のとお

りであります。  

売掛金 595百万円

未収入金 933百万円

買掛金 5,204百万円

売掛金 1,065百万円

未収入金 667百万円

買掛金 748百万円

 ３．コミットメントライン契約 

 当社は安定的な資金調達手段の確保を目的とし、取

引金融機関11社とコミットメントライン契約を締結し

ております。 

 詳細は、注記事項（連結貸借対照表関係）に記載の

とおりであります。 

 ３．コミットメントライン契約 

 当社は安定的な資金調達手段の確保を目的とし、取

引金融機関11社とコミットメントライン契約を締結し

ております。 

 詳細は、注記事項（連結貸借対照表関係）に記載の

とおりであります。 
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前事業年度（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）１． 普通株式の自己株式の株式数の増加2,819株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２． 普通株式の自己株式の株式数の減少1,584,363株は、ストックオプションの行使7,000株、転換社債の転換

1,576,295株、単元未満株式の処分1,068株による減少であります。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

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株式数の増加2,812株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２． 普通株式の自己株式の株式数の減少614株は、単元未満株式の処分による減少であります。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 １．関係会社に関する項目   １．関係会社に関する項目 

関係会社に係る主な取引は次のとおりであります。 関係会社に係る主な取引は次のとおりであります。

受取配当金 1,358百万円 

工業所有権収入 794百万円 

受取配当金 852百万円 

工業所有権収入 650百万円 

 ２．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。   ２．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 

金型 26百万円 

その他 30百万円 

合計 57百万円 

金型 7百万円 

その他 26百万円 

合計 34百万円 

 ３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、次のとおりであります。 

 ３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、次のとおりであります。 

一般管理費 475百万円 

当期製造費用 488百万円 

合計 963百万円 

一般管理費 312百万円 

当期製造費用 424百万円 

合計 736百万円 

 ４．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

  35百万円 

―――――― 

 ５．過年度損益修正益 

 過年度損益修正益は、当社と当社の海外子会社との

間における過年度取引の移転価格に関する調整金額で

あります。 

―――――― 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）１，２  2,027,435  2,819  1,584,363  445,891

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）１，２  445,891  2,812  614  448,089
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 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  該当事項はありません。 

  

 リース取引、有価証券関係、税効果会計関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略します。  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,288.47円 

１株当たり当期純利益金額 38.18円 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 37.83円 

１株当たり純資産額 1,274.94円 

１株当たり当期純利益金額 12.40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、希薄化効果を有している潜在株式が存
在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  2,014  660

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,014  660

期中平均株式数（千株）  52,745  53,307

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  3  －

（うち支払利息(税額相当額控除後)）  (0) （－） 

（うち事務手数料(税額相当額控除後)）  (2) （－） 

普通株式増加数（千株）  570  －

（うち転換社債）  (569) （－） 

（うち新株予約権）  (1) （－） 

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金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予約権

の数4,100個）。 

新株予約権２種類（新株予約権

の数 個）。 4,030

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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