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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 7,411 △8.9 303 ― 248 ― 229 ―
21年3月期 8,138 △12.4 △25 ― △83 ― △79 ―

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 30.64 ― 33.8 4.0 4.1
21年3月期 △10.61 ― △16.3 △1.3 △0.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  1百万円 21年3月期  0百万円

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 6,275 678 10.8 90.52
21年3月期 6,192 442 7.1 59.08

（参考） 自己資本   22年3月期  678百万円 21年3月期  442百万円

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 810 △54 △698 143
21年3月期 △464 △220 744 87

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

4,100 25.4 190 417.4 160 ― 160 ― 21.36

通期 7,700 3.9 360 18.8 310 24.9 300 30.7 40.05



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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 7,493,000株 21年3月期 7,493,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  2,551株 21年3月期  2,551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 7,130 △10.5 331 ― 275 ― 292 ―
21年3月期 7,966 △12.3 13 △96.0 △34 ― △34 ―

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 39.05 ―
21年3月期 △4.64 ―

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 6,390 796 12.5 106.33
21年3月期 6,041 501 8.3 66.91

（参考） 自己資本 22年3月期  796百万円 21年3月期  501百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る、本資料発表日現在における仮定を
前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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きましては、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

4,000 26.7 170 81.3 140 138.8 140 194.9 18.69

通期 7,500 5.2 320 △3.4 270 △2.1 260 △11.1 34.71



(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、世界的な金融不安に端を発した経済不振が続く中、政府の景気刺激策や中

国を中心とした一部地域の成長により輸出や生産に持ち直しの兆しが見られたものの、設備投資の減少、雇用環境の

悪化、デフレの進行、為替の円高傾向等、全体として先行きの不透明感は払拭できず依然として厳しい状況で推移い

たしました。 

 当社の主要販売先である自動車産業におきましても、中国やインド等一部地域では活況を呈しているものの、日本

国内での生産および日本国内からの輸出については前年を下回る水準となりました。 

 このような環境の中、当社グループの当連結会計年度の売上高は７４億１千１百万円（前連結会計年度比8.9％

減）となりました。損益につきましては、固定費の削減を目的とした業務効率化活動や、生産拠点の再構築による生

産性向上等の収益改善活動を推進した結果、営業利益３億３百万円（前年同期は２千５百万円の営業損失）、経常利

益２億４千８百万円（前年同期は８千３百万円の経常損失）、当期純利益２億２千９百万円（前年同期は７千９百万

円の当期純損失）となりました。 

（次期の見通し）  

 現時点における次期の見通しにつきましては、原油価格に比例する原材料価格上昇等の減収要因が想定されている

なかで、価格の競争はグローバルベースで激しさを増してきており、収益環境は依然として厳しい状況で推移するも

と考えております。 

 このような環境の中で、現時点における平成23年３月期の業績見通しにつきましては、主要販売先の生産増加を前

提として、売上高７７億円（前連結会計年度比3.9％増）を見込んでおります。利益面については、購買コスト削減

活動、製造コスト改善活動、業務効率化活動等の収益改善活動により、営業利益は３億６千万円（前連結会計年度比

18.8％増）、経常利益は３億１千万円（前連結会計年度比24.9％増）、当期純利益は３億万円（前連結会計年度比

30.7％増）を見込んでおります。  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の総資産は６２億７千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ８千３百万円増加いたしまし

た。流動資産は１８億６千４百万円となり２億７千３百万円増加いたしました。主な要因は売上債権の増加（２億８

千３百万円）、たな卸資産の減少（７千５百万円）によるものです。固定資産は４４億１千１百万円となり、１億９

千万円減少いたしました。有形固定資産と無形固定資産はそれぞれ、減価償却費が取得を上回り、有形固定資産４２

億１千９百万円（１億６千６百万円減少）、無形固定資産１億７千３百万円（２千６百万円減少）となりました。 

 当連結会計年度末の負債は５５億９千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億５千２百万円減少いたしまし

た。流動負債は３２億７千５百万円となり２億８千９百万円減少いたしました。主な要因は、仕入債務の増加（２億

７千９百万円）、未払金の増加（１億６千８百万円）及び短期借入金の減少（６億３千１百万円）によるものです。

固定負債は２３億２千１百万円となり、１億３千６百万円増加いたしました。主な要因は長期借入金の増加（９千６

百万円）、退職給付引当金の増加（４千６百万円）によるものです。 

 当連結会計年度末の純資産は６億７千８百万円となり、この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の7.1％から

10.8％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、以下に記載のキャッシュ・フローによ

り１億４千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ５千５百万円増加いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは８億１千万円の収入超過（前連結会計年度は４億６千４百万円の支出超

過）となりました。これは主に仕入債務の増加３億３千２百万円、税金等調整前純利益２億２千９百万円、減価償

却費２億５千万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは５千４百万円の支出超過（前連結会計年度は２億２千百万円の支出超過）

となりました。これは主に有形固定資産の購入による５千４百万円の支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは６億９千８百万円の支出超過（前連結会計年度は７億４千４百万円の収入

超過）となりました。これは主に長期借入による収入３億円、借入金の返済による支出９億９千３百万円によるも

のです。 

１．経営成績



キャッシュフロー関連指標の推移 

（注）１．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

２．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

３．インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

４．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。 

５．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すべての負債を対象

としております。 

６．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主への利益還元を経営上の 重要課題として認識しております。 

 しかしながら、当社グループは現在、累積損失を抱えているため、この解消に努め、健全な財務体質を築くべ

く、鋭意経営努力を重ねているところであります。 

 今後につきましては、配当政策の基本方針に則り、株主に対する利益還元が 大化されるように資金需要、業績

等を勘案しながら配当を検討していく所存であります。 

  第83期 第84期 第85期 第86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（％）  10.0  7.7  7.1  10.8

時価ベースの自己資本比率（％）  17.4  18.4  11.5  15.4

債務償還年数（年）  10.0  4.5  －  3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  5.9  10.8  －  13.6



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、鬼怒川ゴム工業株式会社を親会社とし当社（帝都ゴム株式会社）、子

会社２社及び関連会社１社により構成されており、ゴムホース製品の製造・販売を主たる業務としております。 

 当社グループが営んでいる主な事業内容と、各関係会社等の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 なお、次のゴムホース製品事業部門については事業の種類別セグメントを記載していないため、事業部門によって記

載しております。 

（ゴムホース製品事業） 

 当社は、ゴムホース製品の製造販売を行っており、鬼怒川ゴム工業㈱（親会社）から原材料を購入するとともに、同

社及びその他のユーザーへ製品を販売しております。 

 ㈱栃木テイト（子会社）は、当社製品を加工しております。 

 福州帝都橡膠有限公司（子会社）は、当社から原材料及び製品を購入するとともに、ゴムホース製品を製造しその他

のユーザーに販売しております。 

 （その他の事業） 

 ㈱栃木テイトは、ゴム製品を主体とする倉庫管理業務を行っております。 

 ㈱トランスパック（関連会社）は、製品運搬業務を行っております。 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

 

☆親会社 ◎連結子会社 ※持分法適用関連会社 

（注）１．㈱栃木テイトは、平成21年９月30日付でゴムホース製造を終了し、一部ゴムホースの仕上加工のみ行うとと

もに、平成21年10月１日よりゴムホース製品を主体とする倉庫管理業務を行っております。 

 ２．テイトラバーアメリカ社（米国）は、平成21年12月31日付で解散いたしました。 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「お客様・社会から信頼され、常に誇りをもち、希望を託せる会社」の実現を経営理念としてお

ります。この経営理念を具現化するため、①お客様が満足する商品（品質・コスト・開発）をタイムリーに提供し信

頼関係を向上する、②売上に見合った門構えを構築し、安定した収益基盤を築く、③グローバルに商権を拡大する、

④人材の育成・教育による少数精鋭体制の確立と挑戦的で明るい職場をつくる、⑤地球環境保全と安全対策を推進す

ることに努め、安定した永続的な発展を目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、「TEITOチャレンジ2012」という平成２２年度から平成２４年度の中期経営計画にて、 終年度

にあたる平成２４年度において、売上高経常利益率５％以上を目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略・会社の対処すべき課題 

 当社グループの主要販売先である自動車業界においては、全体需要が縮小傾向にある中で日本国内のみならずグロ

ーバルベースでの転換期を迎えております。このような厳しい環境のなか、当社グループといたしましては、ミニマ

ム売上でも利益が確保できるよう本社のスリム化やモノ造り改革等工場生産性を向上させる一方、今後成長が見込め

る電気自動車用水系ホースの開発や受注活動、潜在需要が見込める新興国への進出検討等、中長期的な視点で販売や

利益確保に向けた活動を推進し、地球環境保全にも配慮し企業価値の向上を目指すために、以下の項目に重点をおき

経営を進めてまいります。 

①納入品質の向上と基盤再構築 

②安定した収益力の確保と在庫の削減（モノ造り改革、間接業務の効率化） 

③拡販の推進（二輪用ホースの新規受注、海外生産拠点の再構築） 

④仕事の質の向上（ＱＭＳ、コミュニケーション、お客様視点、自立的な行動） 

⑤地球環境保全（産業廃棄物ゼロへの挑戦、ＣＯ２排出量の削減） 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成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 87,783 143,056

受取手形及び売掛金 749,559 1,032,901

商品及び製品 372,602 280,115

仕掛品 130,778 156,900

原材料及び貯蔵品 211,223 201,752

繰延税金資産 81 －

その他 40,280 49,652

貸倒引当金 △1,699 －

流動資産合計 1,590,611 1,864,378

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※3  599,211 ※3  543,789

機械装置及び運搬具（純額） 500,205 389,868

工具、器具及び備品（純額） 105,267 79,272

土地 ※3, ※4  3,170,152 ※3, ※4  3,170,152

リース資産（純額） 11,173 35,540

建設仮勘定 － 1,208

有形固定資産合計 4,386,010 4,219,832

無形固定資産 199,451 173,148

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  6,218 ※1  13,228

繰延税金資産 136 －

その他 10,143 5,054

投資その他の資産合計 16,498 18,282

固定資産合計 4,601,960 4,411,264

資産合計 6,192,571 6,275,642

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 613,711 893,354

短期借入金 ※3  2,065,362 ※3  1,433,939

1年内返済予定の長期借入金 ※3  662,200 ※3  503,450

リース債務 4,737 4,891

未払法人税等 9,707 8,337

賞与引当金 55,515 71,864

未払金 94,788 263,336

その他 58,702 96,437

流動負債合計 3,564,725 3,275,611



（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 ※3  707,800 ※3  804,350

リース債務 6,757 32,241

再評価に係る繰延税金負債 ※4  1,078,154 ※4  1,078,154

退職給付引当金 329,681 376,274

役員退職慰労引当金 21,842 19,167

製品保証引当金 30,025 432

繰延税金負債 － 1,448

持分法適用に伴う負債 11,026 9,903

固定負債合計 2,185,287 2,321,973

負債合計 5,750,013 5,597,584

純資産の部   

株主資本   

資本金 533,085 533,085

資本剰余金 353,414 353,414

利益剰余金 △2,050,431 △1,820,957

自己株式 △737 △737

株主資本合計 △1,164,669 △935,195

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △607 2,163

土地再評価差額金 ※4  1,610,510 ※4  1,610,510

為替換算調整勘定 △2,674 579

評価・換算差額等合計 1,607,227 1,613,252

純資産合計 442,558 678,057

負債純資産合計 6,192,571 6,275,642



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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 8,138,021 7,411,198

売上原価 ※1  7,269,908 ※1  6,377,520

売上総利益 868,113 1,033,677

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 320,635 271,713

役員報酬 54,312 33,868

給与手当 172,607 148,735

賞与引当金繰入額 13,333 15,431

退職給付費用 41,757 20,407

役員退職慰労引当金繰入額 7,830 5,887

支払手数料 43,684 69,975

支払補償費 89,884 －

その他 149,684 164,576

販売費及び一般管理費合計 893,730 730,595

営業利益又は営業損失（△） △25,617 303,081

営業外収益   

受取配当金 121 38

技術指導料 18,161 22,823

スクラップ売却益 1,793 652

持分法による投資利益 164 1,122

その他 4,471 7,924

営業外収益合計 24,711 32,561

営業外費用   

支払利息 40,476 58,415

売上債権売却損 8,974 6,397

支払地代 11,812 11,884

為替差損 19,671 8,487

その他 1,839 2,214

営業外費用合計 82,774 87,399

経常利益又は経常損失（△） △83,680 248,243

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,012

受取保険金 14,946 3,916

特別利益合計 14,946 5,928

特別損失   

固定資産除却損 ※2  7,917 ※2  18,454

減損損失 － ※3  1,817

投資有価証券評価損 3,240 －

事業整理損 － 4,500

特別損失合計 11,157 24,771

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△79,891 229,400

法人税、住民税及び事業税 2,170 1,809

過年度法人税等 △2,562 △1,883

法人税等合計 △391 △73

当期純利益又は当期純損失（△） △79,499 229,473



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成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 533,085 533,085

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 533,085 533,085

資本剰余金   

前期末残高 353,414 353,414

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 353,414 353,414

利益剰余金   

前期末残高 △1,970,932 △2,050,431

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △79,499 229,473

当期変動額合計 △79,499 229,473

当期末残高 △2,050,431 △1,820,957

自己株式   

前期末残高 △625 △737

当期変動額   

自己株式の取得 △111 －

当期変動額合計 △111 －

当期末残高 △737 △737

株主資本合計   

前期末残高 △1,085,058 △1,164,669

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △79,499 229,473

自己株式の取得 △111 －

当期変動額合計 △79,611 229,473

当期末残高 △1,164,669 △935,195



（単位：千円）

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 △1,157 △607

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 549 2,770

当期変動額合計 549 2,770

当期末残高 △607 2,163

土地再評価差額金   

前期末残高 1,610,510 1,610,510

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,610,510 1,610,510

為替換算調整勘定   

前期末残高 8,402 △2,674

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,077 3,254

当期変動額合計 △11,077 3,254

当期末残高 △2,674 579

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,617,755 1,607,227

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,527 6,025

当期変動額合計 △10,527 6,025

当期末残高 1,607,227 1,613,252

純資産合計   

前期末残高 532,697 442,558

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △79,499 229,473

自己株式の取得 △111 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,527 6,025

当期変動額合計 △90,138 235,498

当期末残高 442,558 678,057



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△79,891 229,400

減価償却費 273,960 250,867

減損損失 － 1,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,334 46,593

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,830 △2,674

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,208 16,349

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,239 △1,699

製品保証引当金の増減額（△は減少） － △29,593

受取利息及び受取配当金 △432 △135

支払利息 40,476 58,415

為替差損益（△は益） △1,754 6,087

持分法による投資損益（△は益） △164 △1,122

投資有価証券評価損益（△は益） 3,240 －

固定資産除却損 7,917 18,454

受取保険金 △14,946 －

売上債権の増減額（△は増加） 569,183 △283,104

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,419 76,530

仕入債務の増減額（△は減少） △646,487 332,642

製品保証未払金短期増減額（△は減少） ※1  △399,996 －

その他 △227,591 152,180

小計 △415,349 871,009

利息及び配当金の受取額 432 135

利息の支払額 △41,226 △59,457

法人税等の支払額 △23,082 △1,354

保険金の受取額 14,946 －

その他 － 618

営業活動によるキャッシュ・フロー △464,278 810,951

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △215,354 △54,211

無形固定資産の取得による支出 △4,673 －

投資有価証券の取得による支出 △2,867 △2,790

貸付金の回収による収入 2,310 1,844

その他 80 810

投資活動によるキャッシュ・フロー △220,504 △54,347

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 986,000 △631,422

長期借入れによる収入 200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △240,180 △362,200

社債の償還による支出 △200,000 －

リース債務の返済による支出 △1,140 △4,561

自己株式の取得による支出 △111 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 744,568 △698,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,004 △3,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,780 55,272

現金及び現金同等物の期首残高 32,003 87,783

現金及び現金同等物の期末残高 ※2  87,783 ※2  143,056



 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 

  

連結子会社の数       ３社 

連結子会社の名称 

 ㈱栃木テイト、福州帝都橡膠有限

公司、テイトラバーアメリカ社 

連結子会社の数       ２社 

連結子会社の名称 

 ㈱栃木テイト、福州帝都橡膠有限

公司 

 なお、前連結会計年度において連結

子会社でありました、テイトラバーア

メリカ社は清算したため、連結の範囲

から除いております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数   １社  

会社名  

 ㈱トランスパック 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、福州帝都橡膠有限

公司とテイトラバーアメリカ社の決算日

は、12月31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、１

月１日から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。         

 連結子会社のうち、福州帝都橡膠有限

公司の決算日は、12月31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、１月１日から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 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

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 

────── 

時価のないもの 

────── 

  たな卸資産 

製品（仕入製品を除く）・仕掛品 

 主として売価還元法による低価法

（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） 

たな卸資産 

製品（仕入製品を除く）・仕掛品 

同左 

  仕入製品・原材料・貯蔵品 

 主として 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） 

同左 

  （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分」を

適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失は、それぞ

れ24,463千円増加しております。 

────── 



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） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

建物（附属設備を除く）・機械及び装

置・工具、器具及び備品のうちの金

型…………………………………定額法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  その他の有形固定資産…………定率法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

  

  建物及び構築物      3～47年   

  機械及び装置         9年   

  工具、器具及び備品（金型）2～5年   

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

…………………………………定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利用

分）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

よっております。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  ハ 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。 

ハ リース資産 

同左 

  （追加情報） 

 当社の機械及び装置については、従

来、耐用年数を10年としておりました

が、法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より９年に変更しております。 

 これによる、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

響は軽微であります。 

────── 

  長期前払費用……………………定額法 同左 



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）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 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検討

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、将来の支給見込額

のうち当連結会計年度の負担額を計

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

債務見込額に基づき、計上しており

ます。 

 なお、会計基準変更時差異

（323,099千円）については、15年に

よる按分額を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 

 連結財務諸表提出会社では、役員

及び執行役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

  ⑤ 製品保証引当金 

 平成18年３月期に北米で発生した

製品不具合に対し、今後見込まれる

補償修理費用等について見込計上し

ております。 

⑤ 製品保証引当金 

同左 

  (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、連結決算日

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により円

貨に換算し、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

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。 

(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 

同左 



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） 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップを行っていますが、

特例処理の要件を満たしております

ので、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………金利スワップ 

ヘッジ対象………借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

特例処理を採用しているため、有

効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  (6）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(6）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、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 



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） 

（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、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。 

これによる、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。 

────── 

（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。 

これによる、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。 

  

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） 

（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376,377千円、185,986

千円、238,196千円であります。 

────── 

（損益計算書） 

「支払補償費」は前連結会計年度まで、販売費及び一般

管理費「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度において、販売費及び一般管理費の総額の100分

の10を超えたため、区分掲記いたしました。なお、前連結

会計年度の「支払補償費」は、15,239千円であります。 

（損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支払補償

費」（当連結会計年度は7,910百万円）は、販売費及び一

般管理費の総額の100分の10以下となったため、販売費及

び一般管理費の「その他」に含めて表示することにしまし

た。 



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．関連会社に係る注記 ※１．関連会社に係る注記 

 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 同左 

投資有価証券（株式） 0千円   

※２．有形固定資産の減価償却累計額 4,258,635千円 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 千円4,217,652

※３．担保に供されている資産 ※３．担保に供されている資産 

担保資産 
担保が付されてい
る債務（千円） 

科目 
帳簿価額 
（千円） 

建物  312,470
短期借入金 

 
長期借入金 
（１年内返済予定の
長期借入金を含む） 

 

1,406,364

550,000
土地  3,161,497

合計  3,473,967  1,956,364

担保資産 
担保が付されてい
る債務（千円） 

科目 
帳簿価額 
（千円） 

建物  294,733
短期借入金 

 
長期借入金 
（１年内返済予定の
長期借入金を含む） 

 

1,161,155

462,800
土地  3,161,497

合計  3,456,230  1,623,955

※４．土地再評価差額金 

 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、事業用土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

※４．土地再評価差額金 

 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、事業用土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

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しております。 

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しております。 

再評価を行った年月日    平成12年３月31日 再評価を行った年月日    平成12年３月31日 

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時

価と再評価後の帳簿価額との差額  △1,214,313千円

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時

価と再評価後の帳簿価額との差額  千円△1,297,371



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）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加876株であります。 

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 

該当事項はありません。 

（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 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。      34,940千円 

※１ 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。      千円 26,649

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 503千円 

機械装置及び運搬具 6,065千円 

工具、器具及び備品等 1,348千円 

計    7,917千円 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 千円 3,654

機械装置及び運搬具 千円 14,701

工具、器具及び備品等 千円 97

計     千円 18,454

          ────── ※３．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、海外進出に備え、ゴムホース製

造設備を購入いたしましたが、世界的な金融不安に

より世界経済が冷え込み、進出時期に目途が立たな

いため、全額を減損損失（1,817千円）として特別損

失に計上いたしました。 

場所 用途 種類 

栃木県塩谷郡 
ゴムホース製造
設備 

機械装置 

（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  7,493  －  －  7,493

合計  7,493  －  －  7,493

自己株式         

普通株式  1  0  －  2

合計  1  0  －  2



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  

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 

該当事項はありません。 

  
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  7,493  －  －  7,493

合計  7,493  －  －  7,493

自己株式         

普通株式  2  －  －  2

合計  2  －  －  2

（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 重要な非資金取引の内容 

 製品保証未払金及び製品保証長期未払金について

は、当連結会計年度において、金銭消費貸借契約に基

づき、１年内返済予定の長期借入金へ275,000千円、

長期借入金へ545,000千円をそれぞれ振替しておりま

す。 

          ────── 

※２ 現金及び現金同等物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 

※２ 現金及び現金同等物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 

  （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 87,783千円

現金及び現金同等物 87,783千円

  （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 千円143,056

現金及び現金同等物 千円143,056



 前連結会計年度及び当連結会計年度については、ゴム製品の専門メーカーとして同一セグメントに属するゴ

ム製品及びゴムホース製品等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事

項はありません。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度については、本邦の売上高及び資産の額は、全セグメントの売上高の合

計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度の海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上

高の記載を省略しております。 

  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）  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しておりま

す。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

１．関連当事者との取引  

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等 

  取引条件及び取引条件の決定方針等 

① ゴムホース等の製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し、毎期価格交渉

の上決定しております。 

② 原材料の購入については、市場価格を参考にして、毎期価格交渉の上決定しております。 

③ 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、 返済条件は期間３

年、２ヶ月据置き、均等分割返済としております。なお、担保は提供しておりません。 

④ 取引金額には消費税等が含まれておらず、売掛金及び買掛金の期末残高には消費税等が含まれております。 

⑤ 製品保証未払金及び製品保証長期未払金については、当連結会計年度において、金銭消費貸借契約に基づき、

１年内返済予定の長期借入金へ275,000千円、長期借入金へ545,000千円をそれぞれ振替しております。 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 （１）親会社情報 

 鬼怒川ゴム工業㈱（東京証券取引所に上場） 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 

（千円） 

事業の内容又は
職業 

議決権等の
所有 

(被所有)割
合 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）

親会社 
鬼怒川ゴム 

工業㈱ 

千葉市 

稲毛区 
 5,654,585

自動車用ならび

にその他のゴム

および樹脂製品

の製造・販売 

(被所有)％

直接 67.0

当社製品の

販売等 

ゴムホース等の販売 

原材料の購入 

資金の借入 

 

 

 

3,621,348

1,882,162

1,018,997

売掛金 246,410

買掛金 118,879

短期借入金 198,997

一年内返済

予定の長期

借入金 

275,000

長期借入金 545,000



   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．関連当事者との取引  

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等 

  取引条件及び取引条件の決定方針等 

① ゴムホース等の製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し、毎期価格交渉

の上決定しております。 

② 原材料の購入については、市場価格を参考にして、毎期価格交渉の上決定しております。 

③ 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、 返済条件は期間３

年、２ヶ月据置き、均等分割返済としております。なお、担保は提供しておりません。 

④ 取引金額には消費税等が含まれておらず、売掛金及び買掛金の期末残高には消費税等が含まれております。 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 （１）親会社情報 

 鬼怒川ゴム工業㈱（東京証券取引所に上場） 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 

（千円） 

事業の内容又は
職業 

議決権等の
所有 

(被所有)割
合 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）

親会社 
鬼怒川ゴム 

工業㈱ 

千葉市 

稲毛区 
 5,654,585

自動車用ならび

にその他のゴム

および樹脂製品

の製造・販売 

(被所有)％

直接 67.0

当社製品の

販売等 

ゴムホース等の販売 

原材料の購入 

資金の返済 

 

 

 

3,513,247

1,751,013

461,213

売掛金 380,724

買掛金 186,920

短期借入金 12,784

一年内返済

予定の長期

借入金 

300,000

長期借入金 245,000

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産関係）



 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項については、決算

短信における開示の重要性が大きくないと判断されるため開示を省略しております。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成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 59.08円

１株当たり当期純損失金額   10.61円

１株当たり純資産額 円90.52

１株当たり当期純利益金額    円30.64

 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、１株当たり当期純損失であり、かつ、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成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) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千

円） 
 △79,499  229,473

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
 △79,499  229,473

期中平均株式数（千株）  7,491  7,490

（注記事項の省略）

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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 51,136 75,695

受取手形 124,307 107,599

売掛金 630,602 911,613

商品及び製品 255,382 242,812

仕掛品 88,326 154,775

原材料及び貯蔵品 141,851 184,043

前払費用 4,529 4,594

未収入金 129,211 143,969

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 － 7,200

その他 248 67

貸倒引当金 △1,699 －

流動資産合計 1,423,898 1,832,371

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 500,876 460,391

構築物（純額） 98,334 83,398

機械及び装置（純額） 457,263 352,910

車両運搬具（純額） 392 236

工具、器具及び備品（純額） 104,284 79,272

土地 3,170,152 3,170,152

リース資産（純額） 11,173 35,540

建設仮勘定 － 1,208

有形固定資産合計 4,342,477 4,183,110

無形固定資産   

借地権 126,197 126,197

施設利用権 5,463 5,463

水道施設利用権 72 33

ソフトウエア 62,528 40,957

ソフトウエア仮勘定 4,673 －

無形固定資産合計 198,934 172,651

投資その他の資産   

投資有価証券 6,218 13,228

関係会社株式 132,609 120,949

関係会社長期貸付金 － 94,600

敷金及び保証金 2,054 1,157

従業員に対する長期貸付金 4,341 2,496

投資損失引当金 △69,226 △30,000

投資その他の資産合計 75,997 202,430

固定資産合計 4,617,409 4,558,193

資産合計 6,041,307 6,390,564



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 325,315 514,821

買掛金 280,473 393,113

短期借入金 1,865,362 1,433,939

1年内返済予定の長期借入金 387,200 203,450

1年内返済予定の関係会社長期借入金 275,000 300,000

リース債務 4,737 4,891

未払金 143,620 274,379

未払費用 18,612 35,504

未払法人税等 7,714 7,066

未払消費税等 3,856 23,774

預り金 14,805 13,818

賞与引当金 46,534 70,796

設備関係支払手形 8,607 13,158

流動負債合計 3,381,838 3,288,715

固定負債   

長期借入金 162,800 559,350

関係会社長期借入金 545,000 245,000

リース債務 6,757 32,241

再評価に係る繰延税金負債 1,078,154 1,078,154

退職給付引当金 313,666 370,963

役員退職慰労引当金 21,842 17,748

製品保証引当金 30,025 432

繰延税金負債 － 1,448

固定負債合計 2,158,246 2,305,338

負債合計 5,540,085 5,594,054

純資産の部   

株主資本   

資本金 533,085 533,085

資本剰余金   

資本準備金 353,414 353,414

資本剰余金合計 353,414 353,414

利益剰余金   

利益準備金 74,400 74,400

その他利益剰余金   

別途積立金 137,000 137,000

繰越利益剰余金 △2,205,842 △1,913,325

利益剰余金合計 △1,994,442 △1,701,925

自己株式 △737 △737

株主資本合計 △1,108,680 △816,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △607 2,163

土地再評価差額金 1,610,510 1,610,510

評価・換算差額等合計 1,609,902 1,612,673

純資産合計 501,222 796,510

負債純資産合計 6,041,307 6,390,564



（２）損益計算書 

（単位：千円）

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 7,966,189 7,130,536

売上原価   

製品期首たな卸高 256,132 255,382

当期製品製造原価 7,159,233 6,122,128

合計 7,415,365 6,377,510

製品期末たな卸高 255,382 242,812

製品売上原価 7,159,982 6,134,698

売上総利益 806,206 995,837

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 274,631 250,380

役員報酬 39,520 25,806

給与手当 163,423 138,068

賞与引当金繰入額 10,800 13,823

退職給付費用 41,607 19,838

役員退職慰労引当金繰入額 7,830 4,468

支払手数料 38,461 62,195

支払補償費 89,884 －

減価償却費 23,207 20,360

賃借料 7,077 5,782

その他 96,729 124,037

販売費及び一般管理費合計 793,174 664,762

営業利益 13,031 331,075

営業外収益   

受取利息 222 87

受取配当金 121 38

技術指導料 18,161 22,823

スクラップ売却益 1,779 652

その他 3,245 6,715

営業外収益合計 23,530 30,316

営業外費用   

支払利息 38,992 57,798

売上債権売却損 8,974 6,397

為替差損 5,613 7,313

支払地代 11,812 11,884

その他 5,957 2,103

営業外費用合計 71,350 85,498

経常利益又は経常損失（△） △34,787 275,893



（単位：千円）

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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,012

投資損失引当金戻入額 24,274 39,226

受取保険金 14,946 3,916

特別利益合計 39,220 45,154

特別損失   

固定資産除却損 7,917 18,454

投資有価証券評価損 3,240 －

投資損失引当金繰入額 30,000 －

減損損失 － 1,817

子会社清算損 － 6,659

特別損失合計 41,157 26,930

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △36,724 294,117

法人税、住民税及び事業税 1,600 1,600

過年度法人税等 △3,551 －

法人税等合計 △1,951 1,600

当期純利益又は当期純損失（△） △34,773 292,517



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 533,085 533,085

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 533,085 533,085

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 353,414 353,414

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 353,414 353,414

資本剰余金合計   

前期末残高 353,414 353,414

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 353,414 353,414

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 74,400 74,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 74,400 74,400

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 137,000 137,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 137,000 137,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,171,068 △2,205,842

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △34,773 292,517

当期変動額合計 △34,773 292,517

当期末残高 △2,205,842 △1,913,325

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,959,668 △1,994,442

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △34,773 292,517

当期変動額合計 △34,773 292,517

当期末残高 △1,994,442 △1,701,925



（単位：千円）

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) 

自己株式   

前期末残高 △625 △737

当期変動額   

自己株式の取得 △111 －

当期変動額合計 △111 －

当期末残高 △737 △737

株主資本合計   

前期末残高 △1,073,794 △1,108,680

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △34,773 292,517

自己株式の取得 △111 －

当期変動額合計 △34,885 292,517

当期末残高 △1,108,680 △816,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,157 △607

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 549 2,770

当期変動額合計 549 2,770

当期末残高 △607 2,163

土地再評価差額金   

前期末残高 1,610,510 1,610,510

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,610,510 1,610,510

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,609,352 1,609,902

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 549 2,770

当期変動額合計 549 2,770

当期末残高 1,609,902 1,612,673

純資産合計   

前期末残高 535,557 501,222

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △34,773 292,517

自己株式の取得 △111 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 549 2,770

当期変動額合計 △34,335 295,288

当期末残高 501,222 796,510



 該当事項はありません。 

(1）役員の異動（平成22年６月29日付予定） 

役員の異動については開示内容が定まり次第、別途開示いたします。 

(2）その他 

該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記

会計処理方法の変更

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） 

（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、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。 

 これによる、営業利益、経常損失及び税引前当期純損失

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） 

（損益計算書） 

 「支払補償費」は前事業年度まで、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が、当事業年

度において、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を

超えたため、区分掲記いたしました。 

 なお、前事業年度の「支払補償費」は15,239千円であり

ます。 

（損益計算書） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「支払補償費」

（当連結会計年度は7,910百万円）は、販売費及び一般管

理費の総額の100分の10以下となったため、販売費及び一

般管理費の「その他」に含めて表示することにしました。

６．その他
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