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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 39,476 △24.1 2,116 466.0 2,112 ― 2,030 ―

21年3月期 52,024 △7.8 373 △86.5 57 △97.8 △1,976 ―

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 118.28 118.24 10.6 5.3 5.4
21年3月期 △115.16 ― △9.8 0.1 0.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △71百万円 21年3月期  △5百万円

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 40,361 21,272 50.1 1,178.19
21年3月期 38,676 18,817 46.5 1,046.98

（参考） 自己資本   22年3月期  20,225百万円 21年3月期  17,973百万円

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 3,738 △854 △2,472 5,282
21年3月期 3,823 △3,652 1,123 4,768

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00 257 ― 1.3
22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 171 8.5 0.9

23年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 18.1

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

22,500 32.9 1,500 437.6 1,500 382.3 900 186.6 52.43

通期 45,000 14.0 3,200 51.2 3,200 51.5 1,900 △6.4 110.68
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4.  その他 

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

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

（注）詳細は13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については29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 17,609,130株 21年3月期 17,609,130株

② 期末自己株式数 22年3月期  442,582株 21年3月期  442,381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 26,238 △10.5 1,272 ― 1,797 ― 1,908 ―

21年3月期 29,328 △14.0 △547 ― △200 ― △3,000 ―

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 111.16 111.13
21年3月期 △174.80 ―

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 28,467 16,277 57.1 947.37
21年3月期 26,160 14,419 55.1 839.43

（参考） 自己資本 22年3月期  16,263百万円 21年3月期  14,410百万円

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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な 
る結果となる可能性があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページを参照してください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

13,500 15.6 600 62.2 800 51.2 500 △13.9 29.13

通期 27,000 2.9 1,300 2.2 1,800 0.2 1,100 △42.3 64.08
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(1）経営成績に関する分析  

当連結会計年度における我が国経済は、2008年秋以降の世界同時不況の中で急激な景気後退に直面することとな

りましたが、円高の進展が予想よりも穏やかだったこと、株価が戻したこと、新興国向けの輸出が回復してきたこと

等により企業収益の回復が早まり、エコカー減税やエコポイント等の政策効果による消費の回復も見られたことか

ら、暗いトンネルを抜け出た感があります。その一方で、雇用情勢や所得環境は引き続き厳しく、デフレ基調下での

不透明感は払拭されないままです。 

当社グループの主要顧客先においても、極端な生産調整を強いられながらのスタートとなりましたが、自動車業

界は中国並びに新興国市場の堅調、各国政府主導のインセンティブ施策の効果などに助けられ、小型車を中心に当初

の想定よりも早く回復に向かいました。一方で、大型トラックや建設機械業界においては苦しい状況が続き、新興国

市場で若干の回復が見られたものの、全体的には底を這うような水準で推移しました。 

このような環境下、当社グループの受注は一部のセグメントを除き回復傾向を示すこととなりましたが、グロー

バルでの総需要減少の影響は甚だ大きく、売上高は前年同期を24.1％下回る394億76百万円となりました。 

損益面では、景気後退局面の緊急施策として実行した変動費の低減や固定費の圧縮などが奏功したことにより、

営業利益については前年同期比466.0％増の21億16百万円、経常利益については同3,585.0％増の21億12百万円、当期

純利益については20億30百万円（前年同期は純損失19億76百万円）となりました。 

  

セグメント別の営業概況は次の通りです。 

  

①事業の種類別セグメントの業績 

（工業用ゴム製品） 

ブレーキ、シール、防振関係の製品群を中心に受注が減少したことにより、工業用ゴム製品の売上高は前年同期

比18.7％減の356億11百万円となりました。営業利益については、経営対策が奏功し、前年同期比612.5％増の24億53

百万円となりました。 

（その他） 

 大型トラック並びに建機向けの金属加工製品などについては、受注が大幅に減少したことにより、売上高は前年同

期比53.2％減の39億円、営業損失は３億38百万円（前年同期は営業利益29百万円）となりました。  

  

②所在地別セグメントの業績  

（日本） 

 ブレーキ、シール、防振、金属加工製品等を中心に受注が減少したことにより、日本国内の売上高は前年同期比

21.2％減の307億77百万円となりました。営業利益については、経営対策が奏功した部分が大きく、８億23百万円

（前年同期は営業損失５億45百万円）となりました。  

（アジア等） 

 世界同時不況の影響下で受注が減少したことにより、海外グループ会社の売上高は前年同期比23.5％減の121億30

百万円となりました。営業利益については、経営対策が奏功し、前年同期比54.0％増の８億72百万円となりました。

  

次期の見通しにつきましては次の通りであります。 

  

 世界的な金融危機と同時不況によって深刻な打撃を受けた各国経済は、一部新興国の堅調や、日本、米国等の回復

の兆しに期待感を見出しながらも、ユーロ圏の財政破綻国問題、グローバル市場の構造変化及び総需要の低迷など、

引き続き不透明感を拭えない状況下にあります。当社の主要顧客先である自動車産業においても、新興国を中心とす

る回復傾向に依存しつつ、グローバル主力市場と競争構造への対応、原油・原材料市況の動向、新技術への対応等に

悩みながらの事業再編を強いられている状況です。 

このような情勢下、当社グループはさらなる収益性向上を目的とした体制づくりを進めており、次期の連結売上

高については前年同期比14.0％増の450億円、営業利益については同51.2％増の32億円、経常利益については同

51.5％増の32億円と予測しておりますが、当期純利益については、当社において税務上の繰越欠損金が全額使用され

たため、法人税等の負担増が見込まれることから同6.4％減の19億円と予測しております。 

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

動等内外の情況変化により、実際の業績が記載の予測数値と異なる可能性があります。 

    

１．経営成績
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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 

（資産） 

  総資産は、前連結会計年度末に比べて16億84百万円増加し、403億61百万円となりました。主な要因は、受取手形

及び売掛金の増加29億４百万円、有形固定資産の減少14億円等によるものです。 

（負債） 

  負債は、前連結会計年度末に比べて７億70百万円減少し、190億88百万円となりました。主な要因は、支払手形及

び買掛金の増加、短期借入金の減少等による流動負債の減少91百万円、長期借入金の減少等による固定負債の減少６

億79百万円によるものであります。 

（純資産） 

  純資産は、前連結会計年度末に比べて24億55百万円増加し、212億72百万円となりました。主な要因は、当期純利 

益20億30百万円並びに為替換算調整勘定の増加２億75百万円によるものであります。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況    

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億13百万円

増加し、52億82百万円となりました。 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は37億38百万円（前年同期比84百万円減）となりました。これは主に税金等調整前当

期純利益20億90百万円と、減価償却費28億52百万円、仕入債務の増加９億85百万円等による資金の増加と、売上債権

の増加28億１百万円等の資金の減少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） 

  投資活動の結果使用した資金は８億54百万円（前年同期比27億98百万円減）となりました。これは主に有形固定資

産の取得が10億98百万円あったこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は24億72百万円（前年同期は11億23百万円の獲得）となりました。これは主に借入金

の返済が調達を23億36百万円上回ったことによるものです。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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

す。 

  平成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（％）  44.5  44.4  46.9   46.5  50.1

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 56.5  50.2  27.0  20.7  35.0

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 2.0  2.0  2.5  2.7  2.2

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 23.6  17.7  13.6  15.0  19.0
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

配当政策については、株主資本の充実と恒常的な収益力確保によって、株主や投資家の皆様への利益還元並びに

配当水準の維持を図ることを基本方針としております。業績とのバランス等に配慮しながら、第一に配当の適正な推

移に配慮するとともに、さらなる事業展開と競争力強化のために内部留保を確保し、研究開発、人材育成、各事業基

盤の強化などの投資原資として有効活用を図ってまいります。 

当期末の配当金については、１株当たり10円とさせて頂く予定であります。これにより中間配当金（０円）と合

わせた当期の１株当たりの年間配当金は10円となります。  

 次期の配当金については業績見通しを勘案して、中間配当金を１株当たり10円、期末配当金を１株当たり10円と

し、年間配当金として20円を予想いたしております。 

  

   近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは従来から、コーポレート・スローガンである『 Yes，We Do！ 』の精神に基づき、お客様の要請

に応えることが即ち社会の要請に応えることであると考え、厳しい競争環境に直面しながらも、自動車関連部品を中

心としたさまざまな分野において高品質製品を供給しつづけることにより、業界内に独自の地位を築いてまいりまし

た。 

今後も「 I will do it! We will do it! 」の社長方針の下、個々の社員の力を結集し、既存の枠内にとどまる

ことなくバランスのとれた企業価値の向上を目指すと同時に、お客様を始めとする全てのステークホルダーに対して

社会的責任を果たすべく継続的に努力してまいります。 

  

 (2）目標とする経営指標 

 当社グループでは平成20年度より３ヵ年の中期経営計画において、売上高700億円、経常利益率８％を目指しており

ましたが、世界同時不況の影響下においてこの目標を凍結し、体質改善策を優先しながら新中長期構想の策定を進め

ております。  

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社グループの主要顧客先である自動車産業は、自動車メーカー、部品メーカーともにグローバルに事業を展開

し、 適地生産・調達の流れの中で活発に競争を繰り広げております。 

当連結会計年度における経済情勢を見ますと、2008年秋口の米国に端を発した世界的な金融危機、そして世界同

時不況という連鎖の影響によって深刻な打撃を受けた各国経済は、財政出動によるテコ入れや中国を中心とする一部

新興国の堅調などに光明を見出したものの、未だ総需要の回復が見えず、グローバル市場の構造変化への追随に汲々

とするなど、態勢を立て直すための取り組みが続いております。日本国内でも回復感を強めてきたように見えます

が、デフレ基調下での雇用情勢や所得環境の低迷、政策効果の一巡、政治問題等、引き続き不透明な状況下にあると

言えます。 

自動車産業については、小型乗用車を中心に新車購入補助やエコカー減税などの各国政府の施策が功を奏し、需

要を喚起したこと、在庫調整の反動で急速に生産が回復したこと等から、幾分か明るさを取り戻した感があります

が、一方で変動するグローバル主力市場と競争構造への対応、原油・原材料市況の動向、政策効果終了後の停滞、新

興国の政情等、いくつもの不安要素に脅えながらの再編を強いられている状況です。同時に、ハイブリッドカーや電

気自動車など、次代のニーズに応えるための新たな技術に対する積極的な取り組みにも拍車がかかっており、事業環

境は大きな転換期を迎えております。 

 このような状況の中、長期的・持続的な発展を目指す当社グループは、景気の荒波に対応して改善された体質を武

器として、組織力とシナジーを高め、徹底した原価低減を図りながら、さらなる高収益体制づくりを推進しておりま

す。今後も「強い商品を世界に展開する」という基本方針に従って戦略商品群の充実、新技術への対応を図ると同時

に、国内外の各拠点の再編及び機能強化に注力してまいります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成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 ※2  5,668 5,904

受取手形及び売掛金 9,402 12,306

商品及び製品 1,061 994

仕掛品 651 745

原材料及び貯蔵品 1,047 851

繰延税金資産 40 290

その他 760 584

貸倒引当金 △40 △27

流動資産合計 18,591 21,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,842 4,668

機械装置及び運搬具（純額） 7,223 6,244

工具、器具及び備品（純額） 782 616

土地 5,771 5,846

リース資産（純額） 249 260

建設仮勘定 344 175

有形固定資産合計 ※1, ※2  19,213 ※1, ※2  17,812

無形固定資産   

その他 180 176

無形固定資産合計 180 176

投資その他の資産   

投資有価証券 ※4  211 286

長期前払費用 17 8

保険積立金 265 229

繰延税金資産 45 44

その他 156 162

貸倒引当金 △5 △10

投資その他の資産合計 691 721

固定資産合計 20,085 18,710

資産合計 38,676 40,361
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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 6,035 7,107

短期借入金 ※2  6,450 ※2  2,623

1年内返済予定の長期借入金 － ※2  2,221

リース債務 68 92

未払法人税等 100 124

繰延税金負債 38 1

賞与引当金 355 577

設備関係支払手形 262 83

その他 1,262 1,652

流動負債合計 14,575 14,483

固定負債   

長期借入金 ※2  3,785 ※2  3,106

リース債務 167 128

繰延税金負債 323 384

退職給付引当金 450 497

役員退職慰労引当金 502 453

負ののれん 55 33

固定負債合計 5,284 4,605

負債合計 19,859 19,088

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,563 1,563

利益剰余金 16,658 18,602

自己株式 △236 △236

株主資本合計 19,380 21,325

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25 57

為替換算調整勘定 △1,433 △1,157

評価・換算差額等合計 △1,407 △1,099

新株予約権 9 14

少数株主持分 834 1,032

純資産合計 18,817 21,272

負債純資産合計 38,676 40,361
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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 52,024 39,476

売上原価 ※1  44,364 ※1  31,729

売上総利益 7,659 7,746

販売費及び一般管理費   

給料 2,968 2,255

運賃 1,055 870

減価償却費 328 214

役員退職慰労引当金繰入額 99 35

退職給付費用 271 172

賞与引当金繰入額 140 203

その他 2,422 1,878

販売費及び一般管理費合計 ※1  7,285 ※1  5,630

営業利益 373 2,116

営業外収益   

受取利息 27 27

受取配当金 5 2

ロイヤルティ収入 22 11

負ののれん償却額 18 21

その他 162 219

営業外収益合計 236 283

営業外費用   

支払利息 254 202

為替差損 278 －

持分法による投資損失 － 71

その他 19 13

営業外費用合計 553 286

経常利益 57 2,112

特別利益   

固定資産売却益 ※2  14 ※2  5

投資有価証券売却益 175 11

積立保険返戻金 14 47

貸倒引当金戻入額 10 11

特別利益合計 214 75

特別損失   

固定資産売却損 ※3  7 ※3  17

固定資産除却損 ※4  78 ※4  65

投資有価証券評価損 10 －

ゴルフ会員権評価損 4 －

貸倒引当金繰入額 0 0

減損損失 ※5  1,334 ※5  14

特別損失合計 1,436 96

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,164 2,090

法人税、住民税及び事業税 242 178

法人税等調整額 520 △249

法人税等合計 762 △71

少数株主利益 49 131

当期純利益又は当期純損失（△） △1,976 2,030
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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 1,395 1,395

当期末残高 1,395 1,395

資本剰余金   

前期末残高 1,563 1,563

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 1,563 1,563

利益剰余金   

前期末残高 18,978 16,658

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △85

当期純利益又は当期純損失（△） △1,976 2,030

当期変動額合計 △2,320 1,944

当期末残高 16,658 18,602

自己株式   

前期末残高 △236 △236

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 △236 △236

株主資本合計   

前期末残高 21,700 19,380

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △85

当期純利益又は当期純損失（△） △1,976 2,030

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △2,320 1,944

当期末残高 19,380 21,325
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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 181 25

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △156 31

当期変動額合計 △156 31

当期末残高 25 57

為替換算調整勘定   

前期末残高 351 △1,433

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,784 275

当期変動額合計 △1,784 275

当期末残高 △1,433 △1,157

新株予約権   

前期末残高 3 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 4

当期変動額合計 6 4

当期末残高 9 14

少数株主持分   

前期末残高 1,204 834

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △370 198

当期変動額合計 △370 198

当期末残高 834 1,032

純資産合計   

前期末残高 23,441 18,817

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △85

当期純利益又は当期純損失（△） △1,976 2,030

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,304 510

当期変動額合計 △4,624 2,455

当期末残高 18,817 21,272
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,164 2,090

減価償却費 3,468 2,852

負ののれん償却額 △18 △21

減損損失 1,334 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） △396 221

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 117 △54

受取利息及び受取配当金 △32 △30

支払利息 254 202

持分法による投資損益（△は益） 5 71

投資有価証券評価損益（△は益） 10 －

投資有価証券売却損益（△は益） △175 △11

為替差損益（△は益） 134 △23

有形固定資産売却損益（△は益） △7 11

有形固定資産除却損 78 65

売上債権の増減額（△は増加） 3,842 △2,801

たな卸資産の増減額（△は増加） 284 218

仕入債務の増減額（△は減少） △3,123 985

その他の負債の増減額（△は減少） △49 79

その他 165 △113

小計 4,772 3,779

利息及び配当金の受取額 32 31

利息の支払額 △255 △197

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △726 124

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,823 3,738

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 △144 △39

定期預金の払戻による収入 100 126

長期前払費用の取得による支出 △26 －

有形固定資産の取得による支出 △3,557 △1,098

有形固定資産の売却による収入 85 24

無形固定資産の取得による支出 △134 △39

投資有価証券の取得による支出 △3 △81

投資有価証券の売却による収入 210 14

その他 △181 239

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,652 △854
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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   

短期借入れによる収入 3,095 1,172

短期借入金の返済による支出 △1,565 △2,321

長期借入れによる収入 1,880 639

長期借入金の返済による支出 △1,842 △1,828

セール・アンド・リースバックによる収入 － 55

リース債務の返済による支出 △41 △90

社債の償還による支出 △42 －

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △343 △85

少数株主への配当金の支払額 △18 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,123 △2,472

現金及び現金同等物に係る換算差額 △462 101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 831 513

現金及び現金同等物の期首残高 3,937 4,768

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,768 ※1  5,282
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 該当事項はありません。 

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
(自 平成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 

 連結子会社は、末吉工業株式会社、株式会社東京ゴム

製作所、ポリマー技研工業株式会社、韓国フコク株式会

社、タイフコク株式会社、サイアムフコク株式会社、株

式会社フコク東海ゴムインドネシア、上海フコク有限公

司、フコクゴム(上海)有限公司、東莞フコク有限公司、

青島フコク有限公司、フコク(上海)貿易有限公司及びフ

コクアメリカインクの13社であります。 

 なお、前連結会計年度まで当社の連結子会社でありま

した富原産業株式会社は、平成20年６月30日に韓国フコ

ク株式会社を存続会社とする吸収合併によって解散した

ため、当連結会計年度において連結の範囲から除外して

おります。 

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は、末吉工業株式会社、株式会社東京ゴム

製作所、ポリマー技研工業株式会社、韓国フコク株式会

社、タイフコク株式会社、サイアムフコク株式会社、株

式会社フコク東海ゴムインドネシア、上海フコク有限公

司、フコクゴム(上海)有限公司、東莞フコク有限公司、

青島フコク有限公司、フコク(上海)貿易有限公司及びフ

コクアメリカインクの13社であります。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

  関連会社であるＣＦフコクルクセンブルクＳ.Ａ.、貴

州ＣＦＡゴンマ有限公司の２社であります。 

２．持分法の適用に関する事項 

  同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社末吉工業株式会社、ポリマー技研工業株式

会社、韓国フコク株式会社、タイフコク株式会社、サイ

アムフコク株式会社、株式会社フコク東海ゴムインドネ

シア、上海フコク有限公司、フコクゴム(上海)有限公

司、東莞フコク有限公司、青島フコク有限公司、フコク

(上海)貿易有限公司及びフコクアメリカインクの決算日

は、平成20年12月31日であり、株式会社東京ゴム製作所

の決算日は、平成21年２月28日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用

しております。 

ただし、連結子会社各社の決算日以降連結決算日平成

21年３月31日までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社末吉工業株式会社、ポリマー技研工業株式

会社、韓国フコク株式会社、タイフコク株式会社、サイ

アムフコク株式会社、株式会社フコク東海ゴムインドネ

シア、上海フコク有限公司、フコクゴム(上海)有限公

司、東莞フコク有限公司、青島フコク有限公司、フコク

(上海)貿易有限公司及びフコクアメリカインクの決算日

は、平成21年12月31日であり、株式会社東京ゴム製作所

の決算日は、平成22年２月28日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用

しております。 

ただし、連結子会社各社の決算日以降連結決算日平成

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 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法に

より算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

１）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

         同左 

  

  

時価のないもの 

 総平均法による原価法 

時価のないもの 

     同左 

２）たな卸資産 

  製品、原材料、仕掛品 

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。 

  貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。 

２）たな卸資産 

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。 
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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) 

 （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ41百

万円減少し、税金等調整前当期純損失は同額増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。  

  ―――――― 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

１）有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連

結子会社は所在地国の会計基準の規定に基づく定額法

を採用しております。 

ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    18～45年 

 機械装置及び運搬具   ５～10年 

(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） 

     同左 

  

   （追加情報） 

当社の機械装置については、従来、耐用年数を10～

14年としておりましたが、当連結会計年度より法人税

法の改正を契機として見直しを行い、９年に変更して

おります。  

これにより営業利益及び経常利益はそれぞれ115百

万円減少し、税金等調整前当期純損失は同額増加して

おります。 

 なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載

しております。 

     ―――――― 

  

２）無形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は定額法を採用し、在外連

結子会社は所在地国の会計基準に基づく定額法を採用

しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいております。 

２）無形固定資産（リース資産を除く） 

     同左 

３）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。  

（会計方針の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。  

 この変更による営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純損失に与える影響はありません。 

３）リース資産 

    同左 

  

  

  

  

  

―――――― 
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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) 

(3)重要な引当金の計上基準 

１）貸倒引当金 

売掛金等債権の貸倒による損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

１）貸倒引当金 

     同左 

２）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。 

２）賞与引当金 

     同左 

３）退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。なお、数理計算上の差異に

ついては、当連結会計年度において全額を一括して

費用処理しております。 

  

３）退職給付引当金 

     同左  

  

  

  

  

（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 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、主として

内規に基づく期末要支給見積額を引当計上しており

ます。 

４）役員退職慰労引当金 

     同左 

(4)重要なヘッジ会計の方法 

１）ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、金利スワップについて、特例処理の条件を

充たしている場合には特例処理を採用しておりま

す。 

(4)重要なヘッジ会計の方法 

１）ヘッジ会計の方法 

     同左 

２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

デリバティブ取引（金利スワップ取引） 

２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

     同左 

ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能性があり、相場変動

等が評価に反映されていないもの及びキャッシ

ュ・フローが固定されその変動が回避されるもの

ヘッジ対象 

     同左 

３）ヘッジ方針 

当社グループのデリバティブ取引は、将来の為

替、金利の変動によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であります。 

３）ヘッジ方針 

     同左 

４）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例処理のため有効性

の評価を省略しております。 

４）ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

５）取引にかかるリスク管理体制 

当社グループでは、デリバティブ取引の執行、管

理については、取引権限及び取引限度額を定めた

社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の

承認を得て行っております。 

５）取引にかかるリスク管理体制 

     同左 

(5)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 １）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(5)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 １）消費税等の会計処理 

     同左  
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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) 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、部分時

価評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

     同左 

６. のれん及び負ののれんの償却に関する事項  

  のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均

等償却を行っております。 

６. のれん及び負ののれんの償却に関する事項  

     同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

     同左 

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1,382百万円、972百万

円、1,095百万円であります。 

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動資産の

「前払費用」（当連結会計年度は97百万円）、「未収入

金」（当連結会計年度は173百万円）は、それぞれ資産の

総額の100分の５以下であり、金額的重要性が乏しいた

め、当連結会計年度より流動資産の「その他」に含めて表

示しております。この変更により流動資産の「その他」は

271百万円増加しております。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動負債の

「未払金」（当連結会計年度は781百万円）、「未払消費

税等」（当連結会計年度は22百万円）、「未払費用」（当

連結会計年度は283百万円）は、それぞれ負債及び純資産

の合計額の100分の５以下であり、金額的重要性が乏しい

ため、当連結会計年度より流動負債の「その他」に含めて

表示しております。この変更により流動負債の「その他」

は1,087百万円増加しております。 

（連結貸借対照表） 

  前連結会計年度まで流動負債の「短期借入金」に含めて

表示しておりました「1年内返済予定の長期借入金」はそ

の金額の「短期借入金」の総額に占める割合が増加したこ

とから、当連結会計年度より区分掲記しております。な

お、前連結会計年度末の「短期借入金」に含まれる「1年

内返済予定の長期借入金」は1,756百万円であります。 

 ―――――― 

  

  

  

(連結損益計算書）  

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「持分法による投資損失」は、当連結会

計年度において、営業外費用の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「持

分法による投資損失」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 
37,348百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
38,595百万円 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

担保資産       

現金及び預金 200百万円 (－百万円)

建物及び構築物 648百万円 (5百万円)

機械装置及び運搬具 2百万円 (2百万円)

土地 1,246百万円 (98百万円)

合計 2,098百万円  (105百万円)

担保資産       

建物及び構築物 648百万円 ( 百万円)4

機械装置及び運搬具 1百万円 ( 百万円)1

土地 1,279百万円 ( 百万円)98

合計 1,930百万円 ( 百万円)104

担保付債務       

短期借入金 1,995百万円 (427百万円)

長期借入金 1,837百万円 (272百万円)

合計 3,832百万円 (700百万円)

担保付債務       

短期借入金 1,295百万円 ( 百万円)300

1年内返済予定の 

長期借入金 
 679百万円 ( 百万円)129

長期借入金 1,544百万円 ( 百万円)143

合計 3,519百万円 ( 百万円)572

上記のうち（ ）内書は工場財団根抵当権並びに当

該債務を示しております。 

上記のうち（ ）内書は工場財団根抵当権並びに当

該債務を示しております。 

 ３ 偶発債務       

受取手形裏書譲渡高 38百万円 

 ３ 偶発債務       

受取手形裏書譲渡高 20百万円 

※４ 関係会社に対するものは次のとおりであります。 

   投資有価証券(株式） 57百万円 

(うち、共同支配企業に対する投資の金額 57百万円)

 ４        ―――――― 

  

    

（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 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                     837百万円 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                      百万円 1,128

※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 百万円11

工具、器具及び備品 百万円2

機械装置及び運搬具 百万円5

工具、器具及び備品 百万円0

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 

機械装置及び運搬具 百万円7

工具、器具及び備品 百万円0

機械装置及び運搬具 百万円16

工具、器具及び備品 百万円1

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 百万円20

機械装置及び運搬具 百万円51

工具、器具及び備品 百万円6

建物及び構築物 百万円3

機械装置及び運搬具 百万円47

工具、器具及び備品 百万円13
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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) 

※５  減損損失 

  当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。  

  当社グループは、原則として各工場を基準として

資産のグルーピングを行っており、また、遊休資産

については個別資産ごとにグルーピングを行ってお

ります。 

  建物、機械装置等のうち、遊休状態にあり今後の

使用目処が立っていないため実質的に無価値と判断

したものについては、帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（364百万円）として特

別損失に計上しております。また、収益性低下等に

より投資額の回収が困難であると見込まれる資産グ

ループについては、当該資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損失（966百万円）

として特別損失に計上しております。回収可能価額

は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを５％で割り引いて算定しております。 

 土地については地価の下落による帳簿価額と回収

可能価額の乖離を解消するため、同資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減損額を減損損失

（２百万円）として特別損失に計上しております。

回収可能価額は正味売却予定価額により算定してお

ります。 

場所 用途 種類 

 上尾工場 
工業用ゴム 
生産設備 

建物、機械装
置他 

 群馬工場 
工業用ゴム 
生産設備 

機械装置他

 群馬第二工場 
工業用ゴム 
生産設備 

機械装置他

 愛知工場 
工業用ゴム 
生産設備 

機械装置他

 栃木県那須町 遊休資産 土地 

 上海フコク 
 有限公司 

工業用ゴム 
生産設備 

機械装置

 フコクゴム（上 
 海）有限公司 

工業用ゴム 
生産設備 

建物、機械装
置他 

 フコク 
 アメリカインク 

工業用ゴム 
生産設備 

機械装置

※５  減損損失 

  当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。  

  当社グループは、原則として各工場を基準として

資産のグルーピングを行っており、また、遊休資産

については個別資産ごとにグルーピングを行ってお

ります。 

  機械装置等のうち、遊休状態にあり今後の使用目

処が立っていないため実質的に無価値と判断したも

のについては、帳簿価額を備忘価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（ 百万円）として特別損失に

計上しております。 

  

場所 用途 種類 

上尾工場
工業用ゴム 
生産設備 

工具、器具及
び備品他 

群馬工場
工業用ゴム 
生産設備 

機械装置他

群馬第二工場
工業用ゴム 
生産設備 

機械装置他

14
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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）自己株式の株式数の増加０千株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少１千株はストック・オプション

の行使に伴う減少であります。 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

当連結会計年度（自 平成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）自己株式の株式数の増加０千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  17,609  －  －  17,609

合計  17,609  －  －  17,609

自己株式         

普通株式（注）  442  0  1  442

合計  442  0  1  442

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社  ストック・オプションとして

の新株予約権 
     －    －     －     －     －   9

 合計  －  －  －  －  －  9

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 

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

平成20年10月31日 

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

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

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

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  17,609  －  －  17,609

合計  17,609  －  －  17,609

自己株式         

普通株式（注）  442  0  －  442

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

３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

     次のとおり、決議を予定しております。  

  

  

  

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社  ストック・オプションとして

の新株予約権 
     －  －  －  －  －  14

 合計  －  －  －  －  －  14

  
（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26日 

定時株主総会 
普通株式  85  5 平成21年３月31日 平成21年６月29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  171 利益剰余金  10 平成22年３月31日 平成22年６月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成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

掲載されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

（百万円） （百万円） 

現金及び預金勘定  5,668

預入期間が３か月を超える定期預金  △699

担保に供している定期預金  △200

現金及び現金同等物  4,768   

現金及び預金勘定  5,904

預入期間が３か月を超える定期預金  △622

現金及び現金同等物  5,282

  ２ 重要な非資金取引の内容 

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リー

 ス取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 百万円 

 であります。  

270

  ２ 重要な非資金取引の内容 

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リー

 ス取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 百万円 

 であります。  

14

（リース取引関係）

（金融商品関係）
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前連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）当連結会計年度において、時価のある株式について10百万円減損処理を行っております。 

  

    なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30%以上下落している場合には全て減損処理を

行っております。 

  

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３．時価のない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

(1）株式  67  118  50

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  67  118  50

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

(1）株式  39  32  △7

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  39  32  △7

合計  107  151  43

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 210  175  －

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式  1

 非上場外国債券  0
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当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

（注）非上場株式及び非上場外国債券（連結貸借対照表計上額 79百万円）については、市場価格がなく、時価を把握す

ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

  

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  種類 
連結貸借対照表計上

額（百万円） 
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

(1）株式  178  76  102

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  178  76  102

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

(1）株式  28  32  △3

(2）債券       

① 国債・地方債

等 
 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  28  32  △3

合計  207  108  98

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

(1）株式  13  11 － 

(2）債券       

① 国債・地方債等  0 － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計  14  11 － 

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び確定給付型企業年金制度を採用し

ております。また、一部の海外連結子会社では、退職一時金制度を採用しております。 

また、当社及び一部の国内連結子会社は、適格退職年金制度の他、総合設立の厚生年金基金制度に加入しております

が、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に算出することが出来ない為、当該年金基金への拠出額を退職給付費

用として処理しております。 

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

あります。 

 (1）制度全体の直近の積立状況に関する事項 

  

 (2）制度全体に占める直近の当社グループの掛金拠出割合 

   

２．退職給付債務に関する事項 

  

（退職給付関係）

  
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

 年金基金制度の 

 直近の決算日  
 （平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

年金基金制度の名称 
埼玉機械工業厚

生年金基金制度 

東部ゴム厚生 

年金基金制度 

大阪ゴム工業厚

生年金基金制度 

埼玉機械工業厚 

生年金基金制度  

東部ゴム厚生 

年金基金制度  

大阪ゴム工業厚

生年金基金制度 

年金資産の額（百万円） 74,389  45,162  9,029   57,880  36,057  7,210

年金財政計算上の給付債

務の額（百万円） 
91,421  56,506  9,801   92,364  55,689  10,212

差引額（百万円） △17,032 △11,343  △771   △34,484  △19,631  △3,002

  
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） 

  年金基金制度の 
  直近の決算日 

 （平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

 年金基金制度の名称 
埼玉機械工業厚

生年金基金制度 

東部ゴム厚生 

年金基金制度 

大阪ゴム工業厚

生年金基金制度 

埼玉機械工業厚

生年金基金制度  

東部ゴム厚生 

年金基金制度  

大阪ゴム工業厚

生年金基金制度 

 割合（％）  7.8  1.0  0.6   7.8  1.0  0.6

      
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) 退職給付債務（百万円）    △3,194  △3,289  

(2) 年金資産（百万円）    2,744  2,791  

(3) 退職給付引当金（百万円）    △450  △497  
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３．退職給付費用の内訳 

  

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

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

なお、数理計算上の差異の処理年数については、発生時に全額費用処理しております。 

  

  

  

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

    
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度

（平成22年３月31日） 

(1) 勤務費用（百万円）  409  220

(2) 利息費用（百万円）  50  52

(3) 期待運用収益（減算）(百万円)  △23  △24

(4) 
数理計算上の差異の費用処理額 

（百万円） 
 △67  50

(5) 割増退職金（百万円）  82  6

(6) その他（注）（百万円）  343  285

    
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) 割引率（％）  2.0  2.0

(2) 期待運用収益率（％）  1.0  1.0

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成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 

  繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  （百万円）

繰延税金資産   

 減損損失   392

 投資有価証券評価損  9

 貸倒引当金損金算入限度超過額  7

 未払事業税  0

 未払費用  72

 賞与引当金  141

 退職給付引当金  167

 役員退職慰労引当金  178

 当社及び子会社の繰越欠損金  1,161

 その他  407

 評価性引当額  △2,451

 繰延税金資産計  87

繰延税金負債   

 建物等圧縮積立金  38

 土地圧縮積立金  68

 在外子会社の留保利益  211

 その他有価証券評価差額金  16

 その他  29

 繰延税金負債計  364

 繰延税金負債の純額  277

  （百万円）

流動資産－繰延税金資産  40

固定資産－繰延税金資産  45

流動負債－繰延税金負債  38

固定負債－繰延税金負債  323

  繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  （百万円）

繰延税金資産   

 減損損失   357

 投資有価証券評価損  9

 貸倒引当金損金算入限度超過額  8

 未払事業税  10

 未払費用  17

 賞与引当金  230

 退職給付引当金  183

 役員退職慰労引当金  152

 子会社の繰越欠損金  741

 その他  323

 評価性引当額  △1,677

 繰延税金資産計  357

繰延税金負債   

 建物等圧縮積立金  30

 土地圧縮積立金  68

 在外子会社の留保利益  257

 その他有価証券評価差額金  40

 その他  12

 繰延税金負債計  408

 繰延税金負債の純額  50

  （百万円）

流動資産－繰延税金資産  290

固定資産－繰延税金資産  44

流動負債－繰延税金負債  1

固定負債－繰延税金負債  384

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

  （％）

法定実効税率  40.5

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  △2.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
 0.4

住民税均等割  △1.3

外国法人税額控除等  －

外国税率との差異  6.7

在外子会社留保利益  18.6

評価性引当額の増減  △127.6

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △65.5

  （％）

法定実効税率  40.5

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.9

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
 △1.4

住民税均等割  0.8

外国法人税額控除等  △1.0

外国税率との差異  △8.3

在外子会社留保利益   2.2

評価性引当額の増減  △37.9

その他  0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △3.4
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

    事業は製品の種類及び市場の類似性を考慮しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３. 会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）に記載のとおり、当連結会計年度より、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業費用は工業用ゴム製品事業が31百万円、その他事業が

９百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

４. 追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、当社の機械装置については、

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

い、９年に変更しました。この変更に伴い従来の方法によった場合と比較して、営業費用は工業用ゴム製品事

業が114百万円、その他事業が１百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

  

（企業結合等関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
工業用ゴム製
品（百万円） 

その他
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  43,768  8,255  52,024  －  52,024

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 21  73  95 (95)  －

計  43,790  8,329  52,119 (95)  52,024

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

営業利益  344  29  373  0  373

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
          

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

減価償却費  3,131  337  3,468  －  3,468

減損損失  1,334  －  1,334  －  1,334

資本的支出  2,883  357  3,241  －  3,241

事業区分 主要製品

工業用ゴム製品 シール機能製品、防振機能製品、ワイパーブレードラバー等 

その他 超音波モータ、セラミックス、金属加工板金製品等 
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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 

    事業は製品の種類及び市場の類似性を考慮しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)に記載のとおり、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に与える影響はありません。 

  
工業用ゴム製
品（百万円） 

その他
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  35,603  3,872  39,476  －  39,476

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 7  27  35 (35)  －

計  35,611  3,900  39,511 (35)  39,476

営業費用  33,157  4,238  37,396 (36)  37,360

営業利益又は営業損失（△）  2,453  △338  2,115  0  2,116

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
          

資産  36,593  3,778  40,371 (10)  40,361

減価償却費  2,539  312  2,852  －  2,852

減損損失  14  －  14  －  14

資本的支出  1,263  113  1,376  －  1,376

事業区分 主要製品

工業用ゴム製品 シール機能製品、防振機能製品、ワイパーブレードラバー等 

その他 超音波モータ、セラミックス、金属加工板金製品等 

株式会社フコク（5185）平成22年3月期決算短信

-　27　-



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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

    アジア等……韓国、米国、タイ、インドネシア、中国 

３．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）に記載のとおり、当連結会計年度より、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「日本」の営業費用は41百万円増加し、営業損失は同額増

加しております。 

４. 追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、当社の機械装置については、

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

い、９年に変更しました。この変更に伴い従来の方法によった場合と比較して、「日本」の営業費用は115百

万円増加し、営業損失は同額増加しております。  

  

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．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

    アジア等……韓国、米国、タイ、インドネシア、中国 

３．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)に記載のとおり、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に与える影響はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（百万円） 
アジア等
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  38,120  13,903  52,024  －  52,024

(2)セグメント間の内部売上高 

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

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

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

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

Ⅱ 資産  29,248  10,102  39,350  (673)  38,676

  
日本

（百万円） 
アジア等
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  29,408  10,068  39,476  －  39,476

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 1,369  2,062  3,431  (3,431)  －

計  30,777  12,130  42,908  (3,431)  39,476

営業費用  29,954  11,258  41,212  (3,852)  37,360

営業利益  823  872  1,695  420  2,116

Ⅱ 資産  30,442  10,975  41,418  (1,057)  40,361
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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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    （1）北米・・・・米国 

    （2）アジア・・・韓国、中国、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン 

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

  

当連結会計年度（自 平成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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    （1）北米・・・・米国 

    （2）アジア・・・韓国、中国、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、インド 

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

  

  

  

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

  

ｃ．海外売上高

  北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 2,209  11,784  988  14,983

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
 －  －  －  52,024

Ⅲ．連結売上高に占め

る海外売上高の割合(%) 
 4.2  22.7  1.9  28.8

  北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 1,573  9,035  1,198  11,807

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
 －  －  －  39,476

Ⅲ．連結売上高に占め

る海外売上高の割合(%) 
 4.0  22.9  3.0  29.9

（関連当事者情報）

（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    1,046円98銭

１株当たり当期純損失        115円16銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの、１株当たり

当期純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額     円 銭1,178 19

１株当たり当期純利益 円 銭118 28

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
円 銭118 24
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、
以下のとおりであります。 

  

  該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度

（自 平成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又は純損失金額     

当期純利益又は純損失（△）（百万円）  △1,976  2,030

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は純損失

（△）（百万円） 
 △1,976  2,030

期中平均株式数（千株）  17,166  17,166

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  5

（うち新株予約権）  －  (5)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成15年６月27日    

 普通株式  

10,000株 

 新株予約権の数 

100個 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成16年６月29日    

 普通株式  

69,000株 

 新株予約権の数 

690個 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成17年６月23日 

 普通株式   

66,000株 

 新株予約権の数 

660個 

新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成19年６月28日 

 普通株式  

  67,000株 

 新株予約権の数 

670個 

新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成20年６月26日 

 普通株式  

  37,000株 

 新株予約権の数 

370個 

  

新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成15年６月27日    

 普通株式  

株 

 新株予約権の数 

個 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成16年６月29日    

 普通株式  

株 

 新株予約権の数 

個 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成17年６月23日 

 普通株式   

株 

 新株予約権の数 

個 

新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成19年６月28日 

 普通株式  

   株 

 新株予約権の数 

個 

新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成20年６月26日 

 普通株式  

   株 

 新株予約権の数 

個 

  

10,000

100

69,000

690

66,000

660

66,000

660

37,000

370

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成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 ※2  3,684 3,324

受取手形 1,043 1,251

売掛金 4,570 ※3  7,743

商品及び製品 429 472

仕掛品 415 509

原材料及び貯蔵品 233 238

前払費用 46 33

繰延税金資産 － 275

未収入金 ※3  576 ※3  751

未収還付法人税等 309 －

その他 42 86

流動資産合計 11,350 14,687

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,612 2,450

構築物（純額） 324 287

機械及び装置（純額） 3,648 3,004

車両運搬具（純額） 5 5

工具、器具及び備品（純額） 488 352

土地 3,278 3,278

リース資産（純額） 136 110

建設仮勘定 42 81

有形固定資産合計 ※1, ※2  10,536 ※1, ※2  9,569

無形固定資産   

ソフトウエア 134 137

その他 7 7

無形固定資産合計 141 145

投資その他の資産   

投資有価証券 107 239

関係会社株式 3,706 3,508

従業員に対する長期貸付金 － 4

関係会社長期貸付金 460 279

関係会社長期未収入金 249 217

長期前払費用 16 8

保険積立金 204 207

その他 100 100

貸倒引当金 △715 △502

投資その他の資産合計 4,130 4,064

固定資産合計 14,809 13,780

資産合計 26,160 28,467

株式会社フコク（5185）平成22年3月期決算短信

-　31　-



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 199 330

買掛金 3,089 ※3  4,868

短期借入金 ※2  2,786 ※2  1,200

1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,037 ※2  1,312

リース債務 26 26

未払金 538 637

未払費用 160 220

未払法人税等 7 44

未払消費税等 12 121

繰延税金負債 25 －

賞与引当金 301 526

設備関係支払手形 68 23

その他 42 43

流動負債合計 8,294 9,353

固定負債   

長期借入金 ※2  2,496 ※2  2,084

リース債務 110 84

繰延税金負債 104 119

退職給付引当金 148 202

役員退職慰労引当金 385 345

債務保証損失引当金 ※4  200 －

固定負債合計 3,445 2,836

負債合計 11,740 12,190

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395 1,395

資本剰余金   

資本準備金 1,514 1,514

その他資本剰余金 49 49

資本剰余金合計 1,563 1,563

利益剰余金   

利益準備金 262 262

その他利益剰余金   

建物圧縮積立金 39 31

土地圧縮積立金 96 96

別途積立金 11,750 6,750

繰越利益剰余金 △474 6,356

利益剰余金合計 11,674 13,496

自己株式 △236 △236

株主資本合計 14,397 16,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13 43

評価・換算差額等合計 13 43

新株予約権 9 14

純資産合計 14,419 16,277

負債純資産合計 26,160 28,467
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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 29,328 26,238

売上原価   

製品期首たな卸高 599 429

当期製品製造原価 25,078 21,262

合計 25,678 21,691

製品期末たな卸高 429 472

製品売上原価 ※5  25,249 ※5  21,218

売上総利益 4,079 5,020

販売費及び一般管理費   

給料 1,920 1,478

福利厚生費 75 48

退職給付費用 179 146

法定福利費 223 217

旅費及び交通費 187 116

支払手数料 385 304

賃借料 187 140

運賃 559 533

減価償却費 247 147

役員退職慰労引当金繰入額 35 23

賞与引当金繰入額 117 194

その他 505 395

販売費及び一般管理費合計 ※5, ※6  4,626 ※5, ※6  3,747

営業利益又は営業損失（△） △547 1,272

営業外収益   

受取利息 10 7

受取配当金 ※1  112 ※1  102

ロイヤルティ収入 ※1  331 ※1  335

その他 57 169

営業外収益合計 511 614

営業外費用   

支払利息 89 83

為替差損 74 －

その他 0 5

営業外費用合計 164 88

経常利益又は経常損失（△） △200 1,797
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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 ※2  7 －

投資有価証券売却益 174 －

積立保険返戻金 14 42

貸倒引当金戻入額 10 －

債務保証損失引当金戻入額 － ※1  200

特別利益合計 207 242

特別損失   

固定資産売却損 ※3  2 －

固定資産除却損 ※4  59 ※4  50

投資有価証券評価損 10 －

関係会社株式評価損 505 197

ゴルフ会員権評価損 3 －

貸倒引当金繰入額 ※1  710 ※1  129

債務保証損失引当金繰入額 ※1  200 －

減損損失 ※7  789 ※7  14

特別損失合計 2,281 392

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,274 1,648

法人税、住民税及び事業税 16 47

法人税等調整額 710 △307

法人税等合計 726 △260

当期純利益又は当期純損失（△） △3,000 1,908
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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 1,395 1,395

当期末残高 1,395 1,395

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,514 1,514

当期末残高 1,514 1,514

その他資本剰余金   

前期末残高 49 49

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 49 49

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 262 262

当期末残高 262 262

その他利益剰余金   

建物圧縮積立金   

前期末残高 48 39

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △8 △8

当期変動額合計 △8 △8

当期末残高 39 31

土地圧縮積立金   

前期末残高 96 96

当期末残高 96 96

別途積立金   

前期末残高 11,250 11,750

当期変動額   

別途積立金の積立 500 －

別途積立金の取崩 － △5,000

当期変動額合計 500 △5,000

当期末残高 11,750 6,750

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,361 △474

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 8 8

別途積立金の積立 △500 －

別途積立金の取崩 － 5,000

剰余金の配当 △343 △85

当期純利益又は当期純損失（△） △3,000 1,908
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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 △3,835 6,830

当期末残高 △474 6,356

自己株式   

前期末残高 △236 △236

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 △236 △236

株主資本合計   

前期末残高 17,740 14,397

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △85

当期純利益又は当期純損失（△） △3,000 1,908

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △3,343 1,822

当期末残高 14,397 16,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 137 13

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124 30

当期変動額合計 △124 30

当期末残高 13 43

新株予約権   

前期末残高 3 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 4

当期変動額合計 6 4

当期末残高 9 14

純資産合計   

前期末残高 17,881 14,419

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △85

当期純利益又は当期純損失（△） △3,000 1,908

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 35

当期変動額合計 △3,461 1,857

当期末残高 14,419 16,277
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

(自 平成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．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

    同左 

  (2)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法 

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は総平均法

により算定）  

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

   同左 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

    同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1)製品、原材料、仕掛品 

総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用して

おります。 

主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。 

  

  (2)貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 

  

  

  

   （会計方針の変更） 

  当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。 

  これにより、営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失は、それぞれ31百万円

増加しております。  

  

 ―――――― 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

については、定額法）を採用しており

ます。なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     18～31年 

機械及び装置 ９年  

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

    同左 
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項目 
前事業年度

(自 平成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) 

  （追加情報） 

 機械及び装置については、従来、耐

用年数を10～14年としておりました

が、当事業年度より法人税法の改正を

契機として見直しを行い、９年に変更

しております。  

 これにより営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失は、それぞれ115百

万円増加しております。 

―――――― 

  

  

  

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

    同左 

  (3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。  

(会計方針の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当事業年度より

「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公

認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初

年度開始前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を適用しておりま

す。 

 この変更による、営業損失、経常

損失及び税引前当期純損失に与える

影響はありません。 

  

(3）リース資産 

     同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

――――――   
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項目 
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) 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

  売掛金等債権の貸倒による損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1)貸倒引当金 

    同左 

   (2)賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

 (2)賞与引当金 

    同左 

   (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当 

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しておりま 

す。 

 なお、数理計算上の差異について 

は、当期において全額を一括して費用 

処理しております。 

―――――― 

  

 (3)退職給付引当金 

    同左  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

 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。 

   (4)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるた 

め、当社内規に基づく期末要支給見積

額を引当計上しております。 

 (4)役員退職慰労引当金 

        同左 

   (5)債務保証損失引当金 

 関係会社への債務保証に係る損失に

備えるため、被保証会社の財政状態等

を勘案し、損失負担見込額を計上して

おります。 

―――――― 
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項目 
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) 

５．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法     

  原則として繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお、金利スワップにつ

いて、特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用しておりま

す。 

(1)ヘッジ会計の方法     

        同左 

  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象   

  ヘッジ手段   

  デリバティブ取引（金利スワップ 

 取引） 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象   

  ヘッジ手段   

       同左 

   ヘッジ対象 

  相場変動等による損失の可能性

があり、相場変動等が評価に反映

されていないもの及びキャッシ

ュ・フローが固定されその変動が

回避されるもの 

 ヘッジ対象 

      同左 

  (3)ヘッジ方針 

  当社のデリバティブ取引は、将来の

為替、金利の変動によるリスク回避を

目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

(3)ヘッジ方針 

         同左 

  (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理

のため有効性の評価を省略しておりま

す。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

        同左 

  (5)取引にかかるリスク管理体制 

  当社では、デリバティブ取引の執

行、管理については、取引権限及び取

引限度額を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決裁担当者の承認を得

て行っております。 

(5)取引にかかるリスク管理体制 

         同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

  消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

  消費税等の会計処理 

    同左 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成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） 

 前事業年度まで、販売費及び一般管理費に区分掲記して

おりました「試験研究費」は、金額的重要性が乏しくなっ

たため、当事業年度より販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しております。この変更により、「その

他」は10百万円増加しております。 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで、流動資産に区分掲記しておりました

「未収還付法人税等」は、金額的重要性が乏しくなったた

め、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。この変更により、「その他」は７百万円増加

しております。 

 ―――――― 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

25,368百万円 25,862百万円 

※２ 担保に供しているもの ※２ 担保に供しているもの 

担保に供している資産 
（百万円） 

担保されている債務
（百万円） 

建物   164 短期借入金  730

 機械及び装置   2
１年内返済予定

の長期借入金  169

土地   483 長期借入金  1,099

担保に供している資産
（百万円） 

担保されている債務
（百万円） 

建物   150 短期借入金  700

 機械及び装置   1
１年内返済予定

の長期借入金  179

土地   483 長期借入金  919

上記のうち工場財団分 上記のうち工場財団分 

 上記のほか、現金及び預金200百万円が、関係会社の短期

借入金38百万円及び長期借入金104百万円の担保に供され

ております。  

建物  5 短期借入金  297

機械及び装置  2
１年内返済予定

の長期借入金  129

土地  98  長期借入金  272

  

建物  4 短期借入金  300

機械及び装置  1
１年内返済予定

の長期借入金  129

土地  98  長期借入金  143

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

未収入金 504百万円 売掛金  

未収入金 

買掛金  

393

569

311

百万円 

百万円 

百万円 

※４ 偶発債務  ４ 偶発債務 

(1)保証債務 (1)保証債務 

保証先 保証金額 内容

㈱東京ゴム製作所         509百万円 銀行借入

ポリマー技研工業㈱         80百万円 銀行借入

㈱フコク東海ゴム 
インドネシア 67百万円 銀行借入

上海フコク有限公司 354百万円 銀行借入

東莞フコク有限公司 344百万円 銀行借入

青島フコク有限公司 352百万円 銀行借入

フコクアメリカ 
インク（注） 546百万円 銀行借入

計  2,254百万円   

（注）フコクアメリカインクに対する保証金額は、債務保

   証損失引当金200百万円を控除した純額であります。   

保証先 保証金額 内容

㈱東京ゴム製作所 百万円 497 銀行借入

ポリマー技研工業㈱ 百万円 50 銀行借入

㈱フコク東海ゴム
インドネシア 百万円 37 銀行借入

上海フコク有限公司   百万円 270 銀行借入

東莞フコク有限公司 百万円 245 銀行借入

青島フコク有限公司 百万円 284 銀行借入

フコクアメリカ
インク   百万円 263 銀行借入

計   百万円 1,648   
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（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 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

受取配当金 107百万円

ロイヤルティ収入 308百万円

貸倒引当金繰入額 710百万円

債務保証損失引当金繰入額 200百万円

受取配当金 100百万円

ロイヤルティ収入 323百万円

債務保証損失引当金戻入額 200百万円

貸倒引当金繰入額 129百万円

※２ 固定資産売却益の内訳   ２       ―――――― 

機械及び装置 7百万円     

※３ 固定資産売却損の内訳   ３          ―――――― 

機械及び装置 2百万円     

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 3百万円

構築物 5百万円

機械及び装置 45百万円

車輛運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 5百万円

建物 0百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 42百万円

工具、器具及び備品 6百万円

 ※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                  837百万円 

 ※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

 百万円 1,128

※６ 販売費に属する費用のおおよその割合は20％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は80％であり

ます。 

※６ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％であり

ます。 

20
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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) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※７ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

  当社は、各工場を基準として資産のグルーピング

を行っており、また、遊休資産については個別資産

ごとにグルーピングを行っております。 

  建物、機械及び装置等のうち、遊休状態にあり

今後の使用目処が立っていないため実質的に無価値

と判断したものについては、帳簿価額を備忘価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失（364百万円）と

して特別損失に計上しております。また、収益性低

下等により投資額の回収が困難であると見込まれる

ため、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失（422百万円）として特別損

失に計上しております。回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローを５％

で割り引いて算定しております。 

 土地については地価の下落による帳簿価額と回収

可能価額の乖離を解消するため、同資産の帳簿を回

収可能価額まで減額し、当該減損額を減損損失（２

百万円）として特別損失として計上しております。

回収可能価額は正味売却予定価額により算定してお

ります。 

場所 用途 種類 

 上尾工場 
工業用ゴム 
製造設備 

建物、機械及
び装置他 

 群馬工場 
工業用ゴム 
製造設備 

機械及び装置
他 

 群馬第二工場 
工業用ゴム 
製造設備 

機械及び装置
他 

 愛知工場 
工業用ゴム 
製造設備 

機械及び装置
他 

 栃木県那須町 遊休資産 土地 

※７ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

  当社は、各工場を基準として資産のグルーピング

を行っており、また、遊休資産については個別資産

ごとにグルーピングを行っております。 

  機械及び装置等のうち、遊休状態にあり今後の

使用目処が立っていないため実質的に無価値と判断

したものについては、帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（ 百万円）として特別

損失に計上しております。  

場所 用途 種類 

上尾工場
工業用ゴム 
製造設備 

工具、器具及
び備品他 

群馬工場
工業用ゴム 
製造設備 

機械及び装置
他 

群馬第二工場
工業用ゴム 
製造設備 

機械及び装置
他 

14
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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) 自己株式の株式数の増加０千株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少１千株はストック・オプションの

   行使に伴う減少であります。 

  

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) 自己株式の株式数の増加０千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

  

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式3,508百万円）は市場価格がなく、時価を把握 

 することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  442  0  1  442

合計  442  0  1  442

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  442  0  －  442

合計  442  0  －  442

（リース取引関係）

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 

繰延税金資産 （百万円)

減価償却超過額  15

少額減価償却資産  10

減損損失  

投資有価証券評価損 

 

 

319

6

関係会社株式評価損  336

ゴルフ会員権評価損  26

貸倒引当金損金算入限度超過額  289

賞与引当金  121

退職給付引当金  60

役員退職慰労引当金  156

  債務保証損失引当金 

 繰越欠損金 

 その他 

 

 

 

81

777

75

評価性引当額  △2,277

繰延税金資産合計  －

繰延税金負債   

建物圧縮積立金  27

土地圧縮積立金  68

その他有価証券評価差額金  9

その他    25

繰延税金負債合計  130

繰延税金負債の純額  130

繰延税金資産 （百万円)

減価償却超過額  10

少額減価償却資産  9

減損損失  

投資有価証券評価損 

 

 

318

6

関係会社株式評価損  555

ゴルフ会員権評価損  26

貸倒引当金損金算入限度超過額  203

未払事業税  10

賞与引当金  213

退職給付引当金  82

役員退職慰労引当金  140

  その他  47

評価性引当額  △1,347

繰延税金資産合計  275

繰延税金負債   

建物圧縮積立金  21

土地圧縮積立金  68

その他有価証券評価差額金  29

繰延税金負債合計  119

繰延税金資産の純額  156

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳 

  

  （％）

法定実効税率  40.5

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  △1.3

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
 0.2

住民税均等割  △0.6

評価性引当額の増減  △70.5

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △31.9

  （％）

法定実効税率  40.5

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.1

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
 △1.8

住民税均等割  1.0

外国法人税額控除等  △1.2

評価性引当額の増減  △56.5

その他  1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △15.8

（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    839円43銭

１株当たり当期純損失        174円80銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額     円 銭947 37

１株当たり当期純利益 円 銭111 16

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
    円 銭111 13
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

  

   該当事項はありません。 

  

役員の異動 

 該当事項はありません。 

  
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又は純損失金額     

当期純利益又は純損失（△）（百万円）  △3,000  1,908

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は純損失

（△）（百万円） 
 △3,000  1,908

期中平均株式数（千株）  17,166  17,166

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  5

（うち新株予約権）  －  (5)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成15年６月27日    

 普通株式  

10,000株 

 新株予約権の数 

100個 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成16年６月29日    

 普通株式  

69,000株 

 新株予約権の数 

690個 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成17年６月23日 

 普通株式   

66,000株 

 新株予約権の数 

660個 

新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成19年６月28日 

 普通株式  

  67,000株 

 新株予約権の数 

670個 

新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成20年６月26日 

 普通株式  

  37,000株 

 新株予約権の数 

    370個 

新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 

 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成15年６月27日    

 普通株式  

株 
 新株予約権の数 

個 
 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成16年６月29日    

 普通株式  

株 
 新株予約権の数 

個 
 新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成17年６月23日 

 普通株式   

株 
 新株予約権の数 

個 
新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成19年６月28日 

 普通株式  

   株 
 新株予約権の数 

個 
新株予約権 

 株主総会の特別決議 

 平成20年６月26日 

 普通株式  

   株 
 新株予約権の数 

    個 

10,000

100

69,000

690

66,000

660

66,000

660

37,000

370

（重要な後発事象）

６．その他
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