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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 414,753 △11.1 12,655 70.1 10,363 67.8 1,279 96.1
21年3月期 466,694 △11.3 7,441 △82.5 6,174 △86.2 652 △97.5

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 7.40 ― 0.6 2.0 3.1
21年3月期 3.77 ― 0.3 1.2 1.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △158百万円 21年3月期  2,073百万円

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 547,255 256,503 43.0 1,373.09
21年3月期 509,772 246,130 44.4 1,308.90

（参考） 自己資本   22年3月期  235,294百万円 21年3月期  226,329百万円

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 35,100 △22,630 △2,839 92,829
21年3月期 32,392 △60,913 78,319 82,107

2.  配当の状況 

（注）23年３月期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

1株当たり配当金 配当金総額
（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 ― 10.00 ― 5.00 15.00 2,595 397.9 1.0
22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 1,730 135.1 0.7

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

212,000 19.6 8,300 ― 7,900 ― 4,400 ― 25.68

通期 443,000 6.8 20,900 65.1 20,800 100.7 14,800 ― 86.37
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 173,138,537株 21年3月期 173,138,537株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,777,627株 21年3月期  222,203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 190,846 △5.8 2,248 225.7 1,762 △16.0 △237 ―

21年3月期 202,591 △16.0 690 △95.6 2,098 △88.4 △2,546 ―

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 △1.37 ―

21年3月期 △14.71 ―

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 321,533 120,266 37.4 701.23
21年3月期 294,746 118,320 40.1 683.68

（参考） 自己資本 22年3月期  120,266百万円 21年3月期  118,320百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含
んでいます。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となりえることを予めご承知おきください。実際の業績に影響を与え
る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。た
だし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。 
また、配当予想につきましては、経営環境の先行きが不透明であることに伴い、現時点では未定とさせていただきます。業績の進捗等を見きわめた上で配
当予想が固まり次第、速やかに開示いたします。なお、配当の前提については、６ページ「１．（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご
覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ① 当期の概況  

当連結会計年度の日本経済は、前期に発生した世界同時不況の影響が残り、設備投資の抑制や雇用環境の悪化等に

よる景気の低迷が続きました。一方で、政府による景気刺激諸施策により、一部に持ち直しの兆しが見られるもの

の、引き続き景気は停滞していること、急激な為替変動等が企業収益へ影響を及ぼすこと、雇用・所得環境にも改善

が見られずデフレ圧力が強まっていること等、依然として厳しい状況が続きました。 

  

自動車業界は、期初におきましては、前期に引き続き新車需要が低迷しましたが、新車購入促進諸施策および中

国・東南アジアの需要回復により、自動車生産は次第に増加しました。 

電子機器業界は、冷え込んでいた需要が下期から海外を中心に回復に向かい、パソコン、携帯電話、デジタルカメ

ラ等の生産が上向きとなりました。 

事務機業界は、景気の低迷に伴い、引き続き設備投資意欲が停滞し、需要が全般的に低調に推移しました。また、

競争激化により部品単価が下落し、高耐久化に伴い補修部品市場が縮小しました。 

  

以上の結果、当社グループの業績は、売上高は4,147億５千３百万円（前年同期比11.1％の減収）となりました。

営業利益は126億５千５百万円（前年同期比70.1％の増益）、経常利益は103億６千３百万円（前年同期比67.8％の増

益）となり、また、当期純利益は12億７千９百万円（前年同期比96.1％の増益）となりました。 

  

 ② 事業の種類別業績 

［シール事業］ 

期初におきましては販売は低調だったものの、中国等新興国を中心に新車需要が増加したことにより、自動車向け

の販売が回復しました。また、下期には同じく中国を始めとした新興国におけるインフラ整備の回復等により、建設

機械の生産台数が伸びたこと等から、一般産業機械向けの販売も増加しました。しかし、上期の販売減少の影響が大

きく、通期では前期対比で減収となりました。 

その結果、売上高は2,219億３千１百万円（前年同期比10.0％の減収）となりました。営業利益は固定費削減等の

経費削減諸施策の効果により、82億８千５百万円（前年同期比94.1％の増益）となりました。 

［フレキシブル基板事業］ 

上期は携帯電話メーカー、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）メーカー等の生産調整により販売が減少しました

が、下期はデジタルカメラやデジタルオーディオ機器等が好調に推移したため電子機器メーカーの生産が回復し、販

売は増加に転じました。しかし、上期の販売減少等の影響が大きく、通期では前年対比で減収となりました。 

その結果、売上高は1,533億７千８百万円（前年同期比9.7％の減収）となりました。営業利益は固定費削減等の経

費削減諸施策の効果により、64億９千８百万円（前年同期比60.0％の増益）となりました。 

［ロール事業］ 

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

伴い部品単価が下落し減収となりました。また、高耐久化に伴う補修部品市場の縮小等により、販売が減少しまし

た。 

その結果、売上高は287億５千７百万円（前年同期比22.3％の減収）となりました。営業損失は大幅な減収等によ

り24億３千９百万円（前期は営業損失11億５千９百万円）となりました。 

［その他事業］ 

特殊潤滑剤等のその他事業では、売上高は106億８千６百万円（前年同期比19.2％の減収）となりました。営業利

益は固定費削減等の経費削減諸施策の効果により、３億１千９百万円（前年同期比17.5％の増益）となりました。  

１．経営成績
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 ③ 所在地別業績 

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

は2,459億９千３百万円（前年同期比10.9％の減収）となりました。営業利益は各事業とも販売は減少したものの、

固定費削減等の経費削減諸施策の効果により、41億５千９百万円（前期は営業損失25億９千８百万円）となりまし

た。 

アジアでの販売は、中国でのフレキシブル基板事業製品は増加したものの、他の事業の製品は減少しました。その

結果、売上高は1,607億８千１百万円（前年同期比9.3％の減収）となりました。営業利益は全体的な販売は減少した

ものの、中国でのフレキシブル基板事業製品の販売が増加したことに加えて、同じく中国でのシール事業の費用削減

諸施策等の効果により100億７千８百万円（前年同期比3.2％の増益）となりました。 

 ④ 次期の見通し 

今後の当社グループを取り巻く経営環境につきましては、世界経済の回復の遅れ、景気の先行き不透明感や、為替

変動リスク等の懸念により、予断を許さない状況であります。 

自動車業界では、新興国の需要は持ち直してきてはいるものの、日本を始めとする各国の新車購入促進諸施策の終

了に伴い、自動車販売の予測がしがたく、不透明な状況が続くと思われます。また、品質に対する要求が今後一層高

まるものと思われ、さらなる対応が必要になると予想されます。 

電子機器業界では、高機能携帯電話、ＨＤＤ等の需要は期待できるものの、競争の激化による販売価格の下落等が

懸念されます。 

事務機業界では、在庫調整の反動により受注は回復しつつあるものの、引き続き部品の低価格化、および高耐久化

による補修部品市場の縮小が進むと思われます。 

  

このような先行き不透明な環境の中ではありますが、通期の連結業績につきましては、売上高は4,430億円（前年

同期比6.8％の増収）を予想しております。これを受けて営業利益は209億円（前年同期比65.1％の増益）、経常利益

は208億円（前年同期比100.7％の増益）、当期純利益は148億円（前年同期比1,056.9％の増益）を見込んでおりま

す。 

  

また、当期より取り組んでおります収益改善のための体質改革２カ年計画を次期も引き続き推進してまいります。

（体質改革２カ年計画に関しましては後述の「３．経営方針」の項をご参照ください） 

当期の具体的施策としましては、不採算事業を見直し、国内外生産拠点の統廃合に着手するとともに、有利調達の

推進、原価低減活動、新規の設備投資抑制、固定費の削減等を実施する一方で、新規拡販の強化に努めてまいりまし

た。次期においても、これらの施策を着実に推進し、体質改革２カ年計画の達成を目指してまいります。これらの施

策の遂行にあたっては、安全・品質・環境の確保を優先して取り組んでまいります。 

   

上記業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為替の

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

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は、5,472億５千５百万円となり、前連結会計年度末対比で374億８千２百万円の増加

となりました。これは主に、前年第４四半期対比で売上が増加したことにより売上債権が増加したこと、及び株式市

況の回復に伴う投資有価証券の時価評価の影響等が増加の要因となっています。 

負債合計は、2,907億５千２百万円となり、前連結会計年度末対比271億１千万円の増加となりましたが、この要因

は主に営業債務の増加および長短借入金の増加によるものです。 

純資産は、2,565億３百万円となり、前連結会計年度末対比103億７千２百万円の増加となりました。円安に伴う為

替換算調整勘定や株式市況の回復によるその他有価証券評価差額金の増加が主な要因となっています。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末に比べ107億２千１

百万円増加し928億２千９百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおり

です。 

 〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動の結果、得られた資金は、351億円（前年同期比27億８百万円の増加）となりました。これは主として税

金等調整前当期純利益が増加したことと、法人税等の支払額が前年同期と比較して減少したことによるものです。 

 〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動の結果、使用した資金は、226億３千万円（前年同期比382億８千３百万円の減少）となりました。これは

主として有形固定資産の取得と投資有価証券の取得によるものですが、設備投資の抑制により、有形固定資産の取得

が前年同期と比較して減少しました。  

 〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動の結果、支出した資金は28億３千９百万円（前年同期は783億１千９百万円の収入）となりました。これ

は主として長短借入金の返済によるものです。 

  

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

  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（％）  48.5  50.7  51.4  44.4  43.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 116.4  68.3  66.2  28.4  44.1

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 1.2  1.5  1.5  4.8  4.5

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 37.5  24.2  21.1  11.2  8.8
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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 

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

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

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

当期の配当につきましては、上記方針に加えて急激な経営環境の悪化を勘案いたしまして、一株当たり10円（中間

5円、期末5円）とさせていただく予定です。 

また次期の配当金につきましては未定とし、今後の業績動向を勘案し、配当予想額の開示が可能となり次第、速や

かに開示させていただきます。 

(4）事業等のリスク 

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

なお、文中の将来に関する事項は当期末(平成22年３月31日）現在において判断したものです。 

① シール事業について 

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

界においては、国内完成車メーカーにおける海外生産へのシフト等も進んでいます。これに伴い、当社グループを含

む部品メーカーに対しては、品質向上や納期厳守は当然のことながら、抜本的な原価低減、技術革新、グローバルな

対応等の要請が従来以上に強まっており、今後においても、当社グループはこれらの動向に影響を受ける可能性があ

ります。 

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

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

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

動車の普及が当社の業績に与える影響を見通すことは困難であります。 

② フレキシブル基板事業について 

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

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

流れの中で台湾、中国等のメーカーの台頭もあり、今後より一層の競争激化が生じ、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

③ ロール事業について 

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

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

あります。 

④ その他事業について 

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

ても当社グループはこれらの動向に影響を受ける可能性があります。 

⑤ 生産体制について 

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

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

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

キシブル基板事業においても、より一層海外での生産比率を高めていく予定です。こうした観点から、当社グループ

の業績は、為替変動や、事業展開を行う各国の情勢等の影響をより受けやすくなる可能性があります。 

⑥ フロイデンベルグ社との関係について 

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

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

す。 

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

株式の25.1％を保有する筆頭株主であり、昭和35年の提携以降、同社との関係は継続しております。今後において

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

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

す。 
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 当社グループについて図示すると次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況
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（１）経営の基本方針 

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

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

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

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

であると考え、この方針に基づき事業経営を展開しております。 

（２）中・長期的な会社の経営戦略 

景況の悪化を乗り切り、さらにその後の発展につなげる企業体質の改革を行うことが急務であると判断し、平成21

年度に新たなる計画（体質改革２カ年計画）を策定いたしました。 

  

本年は体質改革２カ年計画の２年目にあたるため、さらなる事業構造の改革、変革を成し遂げ、企業体質の改革を

完遂するべく、諸施策を推進いたします。 

体質改革２カ年計画の概要は次のとおりです。 

  

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

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

３．基本方針 
  
（１）損益分岐点の大幅引き下げ 

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

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成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 82,600 93,104

受取手形及び売掛金 87,863 123,789

商品及び製品 21,432 17,262

仕掛品 13,079 22,450

原材料及び貯蔵品 14,616 10,303

繰延税金資産 4,239 4,565

その他 10,370 9,910

貸倒引当金 △1,084 △1,584

流動資産合計 233,118 279,801

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 133,669 134,740

減価償却累計額 △60,537 △62,217

建物及び構築物（純額） 73,132 72,523

機械装置及び運搬具 232,203 232,426

減価償却累計額 △152,715 △162,780

機械装置及び運搬具（純額） 79,487 69,646

工具、器具及び備品 58,580 57,995

減価償却累計額 △45,862 △47,878

工具、器具及び備品（純額） 12,717 10,117

土地 18,945 18,463

リース資産 1,419 2,387

減価償却累計額 △504 △948

リース資産（純額） 914 1,438

建設仮勘定 8,242 1,550

有形固定資産合計 193,439 173,739

無形固定資産   

のれん 1,237 210

その他 1,357 1,240

無形固定資産合計 2,594 1,450

投資その他の資産   

投資有価証券 42,692 58,829

従業員に対する長期貸付金 7,791 7,443

繰延税金資産 12,433 8,889

その他 18,010 17,384

貸倒引当金 △308 △284

投資その他の資産合計 80,619 92,263

固定資産合計 276,653 267,454

資産合計 509,772 547,255
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,235 50,872

短期借入金 61,890 63,793

未払法人税等 － 1,815

賞与引当金 4,726 5,337

事業構造改善引当金 1,959 3,715

従業員預り金 15,920 15,893

その他 19,568 21,492

流動負債合計 138,300 162,919

固定負債   

長期借入金 75,184 78,414

退職給付引当金 46,340 45,854

役員退職慰労引当金 1,504 －

その他 2,311 3,564

固定負債合計 125,340 127,832

負債合計 263,641 290,752

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,335 23,335

資本剰余金 22,450 22,450

利益剰余金 192,861 192,427

自己株式 △241 △2,221

株主資本合計 238,406 235,992

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,580 15,613

為替換算調整勘定 △21,656 △16,311

評価・換算差額等合計 △12,076 △698

少数株主持分 19,801 21,209

純資産合計 246,130 256,503

負債純資産合計 509,772 547,255
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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 466,694 414,753

売上原価 394,994 347,232

売上総利益 71,700 67,521

販売費及び一般管理費   

運賃 11,287 9,572

給料及び手当 18,714 14,958

賞与引当金繰入額 1,013 2,877

退職給付費用 1,922 2,457

研究開発費 7,952 6,433

その他 23,367 18,565

販売費及び一般管理費合計 64,258 54,865

営業利益 7,441 12,655

営業外収益   

受取利息 706 446

受取配当金 1,007 551

持分法による投資利益 2,073 －

受取賃貸料 977 916

その他 1,548 1,325

営業外収益合計 6,314 3,241

営業外費用   

支払利息 2,825 3,968

為替差損 3,688 －

持分法による投資損失 － 158

その他 1,067 1,406

営業外費用合計 7,581 5,533

経常利益 6,174 10,363

特別利益   

固定資産売却益 339 195

投資有価証券売却益 101 200

退職給付引当金戻入額 166 100

その他 135 49

特別利益合計 743 546

特別損失   

固定資産除却損 1,945 2,118

投資有価証券評価損 1,146 －

事業構造改善引当金繰入額 1,966 3,933

その他 739 127

特別損失合計 5,797 6,178

税金等調整前当期純利益 1,121 4,730

法人税、住民税及び事業税 2,438 2,073

法人税等調整額 △3,210 △1,095

法人税等合計 △772 977

少数株主利益 1,240 2,473

当期純利益 652 1,279
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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 23,335 23,335

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,335 23,335

資本剰余金   

前期末残高 22,451 22,450

当期変動額   

自己株式の処分 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 22,450 22,450

利益剰余金   

前期末残高 197,464 192,861

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,778 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,458 △1,728

当期純利益 652 1,279

持分法適用会社の連結範囲変動に伴う増減 △66 －

持分法適用会社の会計基準変更に伴う増減 47 －

持分法適用会社の事業年度等変更に伴う調
整額

－ 15

当期変動額合計 △2,825 △434

当期末残高 192,861 192,427

自己株式   

前期末残高 △223 △241

当期変動額   

自己株式の取得 △25 △2,001

自己株式の処分 7 21

当期変動額合計 △18 △1,979

当期末残高 △241 △2,221

株主資本合計   

前期末残高 243,029 238,406

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,778 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,458 △1,728

当期純利益 652 1,279

自己株式の取得 △25 △2,001

自己株式の処分 6 21

持分法適用会社の連結範囲変動に伴う増減 △66 －

持分法適用会社の会計基準変更に伴う増減 47 －

持分法適用会社の事業年度等変更に伴う調
整額

－ 15

当期変動額合計 △2,844 △2,413

当期末残高 238,406 235,992
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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 17,988 9,580

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,408 6,032

当期変動額合計 △8,408 6,032

当期末残高 9,580 15,613

為替換算調整勘定   

前期末残高 12,892 △21,656

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,549 5,345

当期変動額合計 △34,549 5,345

当期末残高 △21,656 △16,311

評価・換算差額等合計   

前期末残高 30,881 △12,076

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,957 11,378

当期変動額合計 △42,957 11,378

当期末残高 △12,076 △698

少数株主持分   

前期末残高 24,337 19,801

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,535 1,408

当期変動額合計 △4,535 1,408

当期末残高 19,801 21,209

純資産合計   

前期末残高 298,247 246,130

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,778 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,458 △1,728

当期純利益 652 1,279

自己株式の取得 △25 △2,001

自己株式の処分 6 21

持分法適用会社の連結範囲変動に伴う増減 △66 －

持分法適用会社の会計基準変更に伴う増減 47 －

持分法適用会社の事業年度等変更に伴う調整
額

－ 15

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,493 12,786

当期変動額合計 △50,338 10,372

当期末残高 246,130 256,503
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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 1,121 4,730

減価償却費 40,939 37,029

貸倒引当金の増減額（△は減少） 283 451

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,492 572

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,487 △645

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 177 △1,332

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 1,966 1,756

受取利息及び受取配当金 △1,714 △998

支払利息 2,825 3,968

為替差損益（△は益） 1,557 892

持分法による投資損益（△は益） △2,073 158

のれん償却額 1,604 1,096

投資有価証券売却損益（△は益） － △189

投資有価証券評価損益（△は益） 1,146 －

有形固定資産売却損益（△は益） △339 △195

有形固定資産除却損 1,945 2,118

売上債権の増減額（△は増加） 37,896 △34,873

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,567 △291

仕入債務の増減額（△は減少） △17,776 19,809

割引手形の増減額（△は減少） △15,952 △336

その他 △223 2,416

小計 43,835 36,137

利息及び配当金の受取額 2,801 1,812

利息の支払額 △2,885 △4,003

法人税等の支払額 △11,359 △2,501

法人税等の還付額 － 3,656

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,392 35,100

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 213 217

投資有価証券の取得による支出 △2,804 △5,263

投資有価証券の売却による収入 761 388

子会社株式の取得による支出 － △225

関係会社出資金の払込による支出 － △274

有形固定資産の取得による支出 △59,575 △19,779

有形固定資産の売却による収入 628 2,409

無形固定資産の取得による支出 △153 △125

その他 16 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,913 △22,630
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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) 

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） 14,420 △6,692

長期借入れによる収入 77,682 23,495

長期借入金の返済による支出 △8,621 △13,288

自己株式の取得による支出 － △2,001

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △503 △1,184

配当金の支払額 △3,458 △1,729

少数株主への配当金の支払額 △1,180 △1,459

その他 △18 21

財務活動によるキャッシュ・フロー 78,319 △2,839

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,469 1,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,328 10,721

現金及び現金同等物の期首残高 38,779 82,107

現金及び現金同等物の期末残高 82,107 92,829
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 該当事項はありません。 

  

  

 なお、上記退職給付引当金の計上基準以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における記載から

重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

（追加情報）  

・役員退職慰労金制度の廃止 

連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は、従来、役員の退任時に支給される慰労金の支払いに備えるた

め、内規に基づく要支給額を「役員退職慰労引当金」として計上しておりましたが、平成21年５月25日開催の取締

役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。また、平成21年６月開催の各社の定時株主総会にお

いて、当該総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することを決議いたしました。打ち

切り支給に関する支払時期は各役員の退任時であるため、未支給額948百万円は固定負債の「その他」に含めて表

示しております。 

・従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ＥＳＯＰ信託」における会計処理について 

当社グループは、厳しい経営環境の中、当社グループ従業員の当社の業績や株価への意識を高めることにより、

業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセン

ティブ・プランとして、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯＰ信託」といいます）を導入いたしました。 

ＥＳＯＰ信託とは、米国のＥＳＯＰ制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンテ

ィブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進し、福利厚生制度の拡充を図る目的を有するも

のをいいます。 

連結財務諸表提出会社が「ＮＯＫ持株会」に加入するグループ従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者と

する信託を設定し、当該信託は今後５年間にわたりＮＯＫ持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定

める取得期間内に取得し、その後、当該信託は当社株式を毎月一定日にＮＯＫ持株会に売却します。 

当社株式の取得・処分については、連結財務諸表提出会社がＥＳＯＰ信託の債務を保証しており、経済的実態を

重視した保守的な観点から、連結財務諸表提出会社とＥＳＯＰ信託は一体であるとする会計処理をしております。

従って、ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式やＥＳＯＰ信託の資産及び負債並びに収益についても連結貸借対照表、

連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書に含めて計上しております。なお、当連結会計年度末にＥＳＯＰ信

託が所有する当社株式数及び金額は、それぞれ1,554,500株及び1,978百万円であります。  

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） 

会計処理基準に関する事項  

重要な引当金の計上基準  

  

退職給付引当金 

  

当社及び国内連結子会社は、従業員

の退職給付に充てるため主として、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。 

過去勤務債務については、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(10年)による定額法によ

り、費用処理しております。数理計算

上の差異については、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(10年)による定額法により、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度より費用処

理しております。 

退職給付引当金 

  

同左 

  

（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。 

数理計算上の差異を翌連結会計年度

から償却するため、これによる当連結

会計年度の営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は

ありません。 

また、本会計基準の適用に伴い発生

する退職給付債務の差額の未処理残高

は8,850百万円であります。  
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特別損失の「事業構造改善引当金繰入額」は、企業体質の強化を主目的とした生産体制の再編に係る費用及び損失に

備えるための引当金の繰入であります。  

  

連結財務諸表注記事項

（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） 

担保に供している資産 百万円 6,433

上記に対応する債務 百万円 3,023

担保に供している資産 百万円 4,242

上記に対応する債務 百万円 2,507

受取手形割引高 百万円 336

受取手形裏書譲渡高 百万円 209

譲渡売掛金未決済高 百万円 2,060

受取手形割引高 － 

受取手形裏書譲渡高 百万円 194

譲渡売掛金未決済高 － 

（連結損益計算書関係）
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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増加21,846株は、単元未満株式の買取による増加1,574株、持分法適用会社による自己

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

式）の当社帰属分増加272株であります。 

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

ります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  173,138,537  －  －  173,138,537

合計  173,138,537  －  －  173,138,537

自己株式         

普通株式  207,757  21,846  7,400  222,203

合計  207,757  21,846  7,400  222,203

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

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

平成20年11月11日 

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

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  864 利益剰余金   5 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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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増加 株は、単元未満株式の買取による増加 株、従業員持株ＥＳＯＰ信託

口による取得 株であります。 

       ２．普通株式の自己株式の減少 株は、従業員持株ＥＳＯＰ信託口から当社持株会への売却によるものであ

ります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当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。  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  173,138,537  －  －  173,138,537

合計  173,138,537  －  －  173,138,537

自己株式         

普通株式  222,203  1,572,024  16,600  1,777,627

合計  222,203  1,572,024  16,600  1,777,627

1,572,024 924

1,571,100

16,600

  
（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25日 

定時株主総会 
普通株式  865  5 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

平成21年10月19日 

取締役会 
普通株式  865  5 平成21年９月30日 平成21年12月４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25日 

定時株主総会 
普通株式  865 利益剰余金   5 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価のない主な有価証券の内容 

  

（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期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定       82,600百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △492

現金及び現金同等物  82,107

現金及び預金勘定        百万円93,104

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △275

現金及び現金同等物  92,829

（有価証券関係）

種類 

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）

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） 

株式  11,110  27,378  16,269  15,595  41,570  25,974

合計  11,110  27,378  16,269  15,595  41,570  25,974

  
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）

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）

（１）満期保有目的の有価証券      

非上場債券  －  505

（２）その他有価証券      

非上場株式  105  83
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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内

訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

貸倒引当金繰入限度超過額  384 百万円

繰越欠損金  3,677   

賞与引当金繰入限度超過額  1,858   

減価償却限度超過額  3,164   

投資有価証券評価損   454   

退職給付引当金繰入限度超過額  17,855   

役員退職慰労引当金  586   

未実現利益  651   

その他  3,047   

繰延税金資産小計  31,680   

評価性引当額  △3,473   

繰延税金資産合計  28,206   

貸倒引当金繰入限度超過額  458 百万円

繰越欠損金  5,598   

賞与引当金繰入限度超過額  1,969   

減価償却限度超過額  2,998   

投資有価証券評価損   372   

退職給付引当金繰入限度超過額  17,603   

未実現利益  966   

その他  5,639   

繰延税金資産小計  35,605   

評価性引当額  △6,018   

繰延税金資産合計  29,587   

繰延税金負債 繰延税金負債 

特別償却準備金  190 百万円

固定資産圧縮積立金  474   

海外関係会社留保利益  4,861   

その他有価証券評価差額金  6,643   

繰延税金負債合計  12,169   

繰延税金資産の純額  16,036   

特別償却準備金  138 百万円

固定資産圧縮積立金  467   

海外関係会社留保利益  5,413   

その他有価証券評価差額金  10,393   

繰延税金負債合計  16,412   

繰延税金資産の純額  13,174   

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産  4,239 百万円

固定資産－繰延税金資産  12,433   

流動負債－その他  55   

固定負債－その他  580   

流動資産－繰延税金資産  4,565 百万円

固定資産－繰延税金資産  8,889   

流動負債－その他  49   

固定負債－その他  230   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳 

法定実効税率  40.1 ％ 

（調整）     

交際費等永久差異  117.1   

住民税等均等割額  8.4   

在外連結子会社の税率差  △23.4   

持分法投資利益  △51.6   

在外会社留保金  △439.2   

評価性引当金額   279.1   

その他  0.6   

      

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 

 △68.9   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳 

法定実効税率  40.1 ％ 

（調整）     

交際費等永久差異  8.1   

住民税等均等割額  1.9   

在外連結子会社の税率差  △63.3   

持分法投資利益  △9.0   

在外会社留保金  11.7   

評価性引当金額   32.0   

その他  △0.8   

      

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 

 20.7   
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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） 

（注）１．事業区分の方法 

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

おります。 

２．各事業区分の主要製品 

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

社の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。 

４．会計方針の変更 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

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

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

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

少しております。 

５．追加情報 

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

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

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

1,514百万円、フレキシブル基板事業が35百万円、その他事業が11百万円減少しております。また、ロール事

業の営業損失が41百万円増加しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  246,666  169,803  37,002  13,221  466,694  －  466,694

(2）セグメント間の内部売上

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

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

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

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

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
              

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

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

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

事業区分 主要製品

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

メカニカルシール 

フレキシブル基板事業 フレキシブルサーキット 

ロール事業  事務機用ロール製品  

その他事業 特殊潤滑剤、その他 
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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．事業区分の方法 

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

おります。 

２．各事業区分の主要製品 

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

社の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。 

  

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  221,931  153,378  28,757  10,686  414,753 －  414,753

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,776  2,027 －  806  7,610 (7,610) － 

計  226,708  155,405  28,757  11,492  422,364 (7,610)  414,753

営業費用  218,423  148,907  31,196  11,173  409,700 (7,602)  402,098

営業利益又は営業損失  8,285  6,498  △2,439  319  12,663 (7)  12,655

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
              

資産  239,031  155,080  29,168  8,394  431,675  115,580  547,255

減価償却費  24,301  10,930  1,587  209  37,029 －  37,029

資本的支出  11,730  5,631  957  39  18,358 －  18,358

事業区分 主要製品

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

メカニカルシール 

フレキシブル基板事業 フレキシブルサーキット 

ロール事業  事務機用ロール製品  

その他事業 特殊潤滑剤、その他 

121,273
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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） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………シンガポール、タイ、台湾、中国 

(2）その他の地域……米国、ドイツ 

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

社の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。 

４．会計方針の変更 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

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

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

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

５．追加情報 

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

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

会計年度より耐用年数の短縮を行っております。これにより、当連結会計年度の日本の営業損失は1,603百万

円増加しております。  

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

(百万円) 
アジア
(百万円) 

その他の
地域 

(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全
社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  275,932  177,202  13,559  466,694  －  466,694

(2）セグメント間の内部売上

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

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

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

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

Ⅱ 資産  277,636  156,175  20,449  454,261  55,511  509,772
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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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………シンガポール、タイ、台湾、中国 

(2）その他の地域……米国、ドイツ 

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

社の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。 

  

  
日本 

(百万円) 
アジア
(百万円) 

その他の
地域 

(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全
社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  245,993  160,781  7,978  414,753 －  414,753

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 48,771  35,221  425  84,418 (84,418) － 

計  294,765  196,003  8,403  499,172 (84,418)  414,753

営業費用  290,605  185,924  9,331  485,862 (83,764)  402,098

営業利益又は営業損失  4,159  10,078  △928  13,310  (654)  12,655

Ⅱ 資産  297,204  180,465  19,343  497,013  50,242  547,255

121,273

- 25 -

NOK㈱ (7240)　平成22年３月期決算短信



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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………シンガポール、タイ、台湾、中国 

(2）その他の地域……米国、ドイツ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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

  

ｃ．海外売上高

  アジア その他の地域 計 

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

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  466,694

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 41.4  5.4  46.8

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  175,432  18,044  193,476

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  414,753

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 42.3  4.4  46.7

（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     1,308.90円 

１株当たり当期純利益        3.77円 

１株当たり純資産額      円 1,373.09

１株当たり当期純利益         円 7.40

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度

(自 平成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（百万円）  652  1,279

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  652  1,279

期中平均株式数（千株）  172,919  172,767
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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 60,060 60,720

受取手形 12,732 19,478

売掛金 26,265 41,665

製品 6,550 7,529

仕掛品 742 798

原材料及び貯蔵品 2,147 2,048

前渡金 7 1

前払費用 60 63

繰延税金資産 2,201 2,448

従業員に対する短期貸付金 116 130

関係会社短期貸付金 10,413 9,599

未収入金 3,241 5,533

その他 3,294 1,353

貸倒引当金 △402 △683

流動資産合計 127,430 150,686

固定資産   

有形固定資産   

建物 34,794 36,685

減価償却累計額 △18,112 △18,298

建物（純額） 16,681 18,387

構築物 4,457 4,580

減価償却累計額 △2,692 △2,752

構築物（純額） 1,764 1,828

機械及び装置 76,640 76,455

減価償却累計額 △54,219 △58,561

機械及び装置（純額） 22,420 17,894

車両運搬具 964 955

減価償却累計額 △752 △787

車両運搬具（純額） 212 168

工具、器具及び備品 24,870 24,016

減価償却累計額 △21,220 △21,226

工具、器具及び備品（純額） 3,650 2,789

土地 6,138 6,111

リース資産 37 37

減価償却累計額 △8 △16

リース資産（純額） 29 21

建設仮勘定 4,473 582

有形固定資産合計 55,371 47,783

無形固定資産   

借地権 6 6

その他 47 47

無形固定資産合計 54 53
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 26,654 41,433

関係会社株式 49,612 49,988

関係会社出資金 11,258 11,690

従業員に対する長期貸付金 5,981 5,782

関係会社長期貸付金 12,221 10,640

長期前払費用 41 82

繰延税金資産 10,596 6,919

差入保証金 1,100 1,110

その他 1,121 1,134

投資損失引当金 △4,627 △4,457

貸倒引当金 △2,071 △1,315

投資その他の資産合計 111,890 123,009

固定資産合計 167,315 170,846

資産合計 294,746 321,533

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,616 25,262

短期借入金 19,504 17,250

1年内返済予定の長期借入金 9,519 17,934

未払金 3,910 3,062

未払費用 1,101 1,281

従業員預り金 12,107 12,090

ＣＭＳ預り金 11,061 16,481

預り金 209 207

賞与引当金 2,240 2,193

事業構造改善引当金 877 1,656

その他 68 360

流動負債合計 75,216 97,780

固定負債   

長期借入金 69,013 72,510

長期預り保証金 1,276 1,299

退職給付引当金 30,272 29,203

役員退職慰労引当金 623 －

その他 25 473

固定負債合計 101,210 103,486

負債合計 176,426 201,266
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,335 23,335

資本剰余金   

資本準備金 20,397 20,397

資本剰余金合計 20,397 20,397

利益剰余金   

利益準備金 2,983 2,983

その他利益剰余金   

特別償却準備金 189 113

固定資産圧縮積立金 1,070 1,070

別途積立金 54,100 －

繰越利益剰余金 6,516 58,724

利益剰余金合計 64,859 62,891

自己株式 △141 △2,121

株主資本合計 108,451 104,503

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,868 15,762

評価・換算差額等合計 9,868 15,762

純資産合計 118,320 120,266

負債純資産合計 294,746 321,533
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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 202,591 190,846

売上原価   

製品期首たな卸高 7,154 6,550

当期製品製造原価 119,542 116,644

当期商品仕入高 52,974 47,538

合計 179,670 170,732

製品期末たな卸高 6,550 7,529

製品売上原価 173,120 163,203

売上総利益 29,471 27,642

販売費及び一般管理費   

運賃 6,635 5,872

給料及び手当 7,121 6,505

賞与引当金繰入額 636 639

退職給付費用 1,279 1,658

福利厚生費 1,357 1,203

研究開発費 5,711 4,097

減価償却費 477 405

賃借料 1,712 1,769

旅費及び通信費 1,163 793

その他 2,685 2,448

販売費及び一般管理費合計 28,781 25,393

営業利益 690 2,248

営業外収益   

受取利息 471 616

受取配当金 3,020 790

受取賃貸料 842 859

その他 493 473

営業外収益合計 4,827 2,739

営業外費用   

支払利息 1,288 2,624

手形売却損 203 －

為替差損 364 －

貸倒引当金繰入額 1,446 －

その他 116 601

営業外費用合計 3,419 3,225

経常利益 2,098 1,762
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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) 

特別利益   

固定資産売却益 35 26

投資有価証券売却益 27 －

投資損失引当金戻入額 － 170

特別利益合計 62 196

特別損失   

固定資産除却損 618 647

投資有価証券評価損 906 －

投資損失引当金繰入額 4,432 －

事業構造改善引当金繰入額 877 1,542

その他 145 32

特別損失合計 6,980 2,223

税引前当期純損失（△） △4,819 △263

法人税、住民税及び事業税 60 259

法人税等調整額 △2,333 △286

法人税等合計 △2,273 △26

当期純損失（△） △2,546 △237
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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 23,335 23,335

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,335 23,335

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 20,397 20,397

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,397 20,397

資本剰余金合計   

前期末残高 20,397 20,397

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,397 20,397

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,983 2,983

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,983 2,983

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 129 189

当期変動額   

特別償却準備金の積立 87 3

特別償却準備金の取崩 △27 △80

当期変動額合計 59 △76

当期末残高 189 113

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,070 1,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,070 1,070

別途積立金   

前期末残高 46,600 54,100

当期変動額   

別途積立金の積立 7,500 －

別途積立金の取崩 － △54,100

当期変動額合計 7,500 △54,100
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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) 

当期末残高 54,100 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 20,083 6,516

当期変動額   

剰余金の配当 △3,461 △1,730

特別償却準備金の積立 △87 △3

特別償却準備金の取崩 27 80

別途積立金の積立 △7,500 －

別途積立金の取崩 － 54,100

当期純損失（△） △2,546 △237

当期変動額合計 △13,567 52,208

当期末残高 6,516 58,724

利益剰余金合計   

前期末残高 70,867 64,859

当期変動額   

剰余金の配当 △3,461 △1,730

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △2,546 △237

当期変動額合計 △6,007 △1,967

当期末残高 64,859 62,891

自己株式   

前期末残高 △139 △141

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △2,001

自己株式の処分 － 21

当期変動額合計 △1 △1,979

当期末残高 △141 △2,121

株主資本合計   

前期末残高 114,460 108,451

当期変動額   

剰余金の配当 △3,461 △1,730

当期純損失（△） △2,546 △237

自己株式の取得 △1 △2,001

自己株式の処分 － 21

当期変動額合計 △6,009 △3,947

当期末残高 108,451 104,503
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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 17,941 9,868

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,072 5,893

当期変動額合計 △8,072 5,893

当期末残高 9,868 15,762

評価・換算差額等合計   

前期末残高 17,941 9,868

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,072 5,893

当期変動額合計 △8,072 5,893

当期末残高 9,868 15,762

純資産合計   

前期末残高 132,401 118,320

当期変動額   

剰余金の配当 △3,461 △1,730

当期純損失（△） △2,546 △237

自己株式の取得 △1 △2,001

自己株式の処分 － 21

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,072 5,893

当期変動額合計 △14,081 1,946

当期末残高 118,320 120,266
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 該当事項はありません。  

  

(1）役員の異動 

 1) 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

  

 2) その他の役員の異動 

   その他の役員の異動につきましては、後日別途開示することといたします。 

  

  

  

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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