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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第56期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第55期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 14,532 56,405

経常利益（百万円） 629 2,565

四半期（当期）純利益（百万円） 519 1,551

純資産額（百万円） 22,677 23,441

総資産額（百万円） 46,572 47,369

１株当たり純資産額（円） 1,260.44 1,295.21

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
30.24 90.41

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
30.23 90.31

自己資本比率（％） 46.5 46.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,123 3,740

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△784 △4,341

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△145 △661

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
4,908 3,937

従業員数（人） 3,435 3,229

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である韓国フコク株式会社（韓国京畿道安山市・資本金

4,372百万ウォン・当社出資比率80%）及び富原産業株式会社（韓国忠清北道清原郡・資本金100百万ウォン・韓国フ

コク株式会社の出資比率100%）の両社は、平成20年６月30日をもって合併いたしました。本合併は、韓国フコク株

式会社を存続会社とする吸収合併の方式により、同日をもって富原産業株式会社は解散いたしました。なお、本合

併の後、韓国フコク株式会社の主要な事業の内容等に変更はありません。

　

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 3,435 (941)

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数の（　）は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員で外数であります。

 (２）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,000 (340)

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数の（　）は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員で外数であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(１）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

工業用ゴム製品（百万円） 12,382

その他（百万円） 2,165

合計（百万円） 14,547

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(２）受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

工業用ゴム製品 12,742 4,764

その他 2,255 715

合計 14,998 5,480

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(３）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

工業用ゴム製品（百万円） 12,351

その他（百万円） 2,180

合計（百万円） 14,532

　（注）  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　以下に記載される全ての財務情報は、当四半期報告書において開示される連結財務諸表に基づいております。また、

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間末において当社グループが判断したものであります。

　

（１）業績の状況　

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、資源国向け輸出が堅調を維持する一方で、物価上昇、欧米向け輸

出の鈍化、設備投資の停滞などを背景に、減速傾向が明確化してきました。また、米国経済の変調、さらなる原油・原材

料価格の高騰など、先行きの不透明感を増す要因が重なり、景気の後退懸念が強まっております。

　当社グループの主要顧客先である自動車業界においては、市場の低迷が著しい北米などで減産傾向にあるものの、新

興国を中心とした需要の高まりに支えられ、総じて増産基調を維持しております。また日本においても、国内需要が伸

び悩む一方、輸出の堅調によって引き続き生産台数を伸ばしております。

　このような状況の中、防振機能製品及びワイパーブレードラバーを中心に当社グループの受注は順調に推移し、売上

高は前年同期比を8.2％上回る145億32百万円となりました。

　損益面ではゴム材料や鋼材価格の高騰などの影響が大きく、営業利益は前年同期比13.1％減の６億59百万円となりま

した。また経常利益は、為替差損の発生などによって前年同期比17.0％減の６億29百万円、当第１四半期純利益は投資

有価証券売却益の増加などによって同16.0％増の５億19百万円となっております。

　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

　自動車並びに建機メーカーからの受注増を軸に防振機能製品の売上が増加したこと、また、ワイパーブレードラバー

の受注が好調だったことなどにより、工業用ゴム製品の売上高は123億57百万円、営業利益は６億34百万円となりまし

た。

その他

　建機並びに大型トラックメーカー向けの金属加工製品の受注増により、売上高は22億29百万円となりました。一方、

営業利益は鋼材の高騰などの影響が大きく、25百万円にとどまりました。

 

②所在地別セグメントの業績

日本

　防振機能製品、ワイパーブレードラバー、その他の金属加工製品の受注増により、売上高は113億70百万円、営業利益

は３億41百万円となりました。

アジア等

　アセアン、中国における防振機能製品の受注増などにより、売上高は40億71百万円、営業利益は２億24百万円となり

ました。

　

　　(２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間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９億

71百万円増加し、49億８百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間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21億23百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益８億５百万円、減

価償却費８億円、仕入債務の増加４億36百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額２億25百万円等の資金の減

少によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は７億84百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入２億10百万

円と、有形固定資産の取得に10億41百万円支出し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１億45百万円となりました。これは主に配当金の支払が１億71百万円あったことよ

るものです。

　

(３）事業上及び財務上の対処すべき課題
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　当社グループの主要顧客である自動車業界は自動車メーカー、部品メーカーともに全世界的規模で事業を展開し、

BRICsを始めとする新興国での需要増が下支えとなる中、最適地生産・最適地調達の急速な流れに乗って活発に競争

を繰り広げており、今後とも予断を許さない状況が続くと思われます。

　今期の情勢を見ますと、中国を中心としたアジア地域の成長は底堅いものの、サブプライムローン問題に端を発して

後退した米国景気には好転する兆しがなく、ＥＵの堅調にも翳りが生じてくるなど、世界経済は減速気味に推移しつ

つあります。また日本経済は、輸出に依存して内需低迷を補う傾向が続く一方で、物価上昇や企業業績の悪化等の影響

から景気の下振れリスクが高まっており、本格的な回復が遠のいた感があります。

　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としては、徹底した原価低減を図りながら原材料

費高騰等の影響を吸収するとともに、本社機能の強化を軸に内部体制を固め、さらなる高収益体質づくりを推進する

必要があります。今後も「今日の商品」を守りつつ、常に「明日の商品」開発に挑み、「強い商品を世界に展開する」

という基本方針に従って戦略商品群の充実を図ると同時に、国内外の各拠点の体制拡充に注力してまいります。

　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

　当社は、永年蓄積した業務知識や営業ノウハウを活用することによって顧客満足度をより高めることを経営の基本

施策として、長期的視野に立った経営を行い、現在のような強固な財務基盤を形成し、高収益、高配当を実現しており

ます。従って、経営の効率性や収益性を高める観点から、専門性の高い業務知識や営業ノウハウを備えた者が取締役に

就任して、当社の財務及び事業の方針の決定につき重要な職務を担当することが、会社の企業価値ひいては株主共同

の利益に資するものと考えており、このことをもって会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す

る基本方針としております。

②具体的な取組み

イ．基本方針の実現に資する特別な取り組み

　当社は、主として自動車向けをはじめとする工業用ゴム製品の製造・販売企業であることから、良い製品を社会に提

供することが当社が社会に貢献することであると考え、また、そのことに誇りを持って事業活動を続けてまいりまし

た。そして当社は、そのような考えに基づき会社を運営することが、「株主」の皆様をはじめ「お得意先」、「お取引

先」、「従業員」あるいは「地域社会」等のすべてのステークホルダーから評価されることと考え、また、それが株主

価値の最大化に資するものであると考えております。そこで当社は、i）経営の透明性の向上、ⅱ）コーポレート・ガバ

ナンスの強化、ⅲ）安全で高品質な製品の提供、を事業活動を行う上で重要な課題として掲げ、これらの施策を実行す

ることにより、中期的な目標として更なる高収益事業構造の構築を果たしていくとともに、企業価値を向上させ株主

共同の利益を持続的に増大させることで、基本方針の実現に資するべく取組みを行ってまいります。

ロ．不適切な支配の防止のための取組み

　当社では、株式の大量買付行為等がなされた場合であっても、事業会社の社会的存在価値を踏まえた企業経営を十分

に理解し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませ

ん。また、株式会社の経営権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべ

きものと考えております。

　しかしながら、株式の大量買付行為等の中には、企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらすもの、株

主に株式の売却を事実上強要する恐れのあるもの、あるいは対象会社が代替案を提案するための十分な時間や情報を

提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件を引出すために買付者との交渉を必要とするも

の等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　従って当社は、当社株券等の大量の買付行為等が行われる場合に、不適切な買付行為等でないかどうかを株主の皆様

が判断されるために必要な情報及び時間の確保や、株主の皆様のために買付者と交渉を行うことを可能とすることに

より、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為等を抑止する為の枠組みが必要であるとの結論に至りまし

た。

　そこで当社株券等の大量買付行為等に関するルールとして、当社の株券等保有割合が20％以上となるような買付等

を行う者または提案する者に対して、i）買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び

当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ）その後、当社取締役会から独立した第三者により構

成される独立委員会（後述）が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画を比較検討する期間を設けること等を

要請するルールを策定いたしました。当社が定める手続を遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利

益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じる必要もあり、当社とい

たしましても、これに関する買収防衛策を予め導入しておくべきとの結論に至りました。

　そこで当社は、平成19年５月９日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるため、基

本方針に照らし不適切な支配防止のための取組みとして、当社株券等の大量買付行為等に関する対応策（以下「買収

防衛策」といいます。）の導入を決議し、同年６月28日開催の第54回定時株主総会において、定款を変更し買収防衛策

の導入を株主総会の決議事項とした上、あらためて株主の皆様のご承認を受け、導入いたしました。

　当社は、この買収防衛策の詳細については、平成19年５月９日付けで「当社株券等の大量買付行為等に関する対応策

（買収防衛策）の導入について」として公表いたしました。このプレスリリースの全文は、インターネット上の当社
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ウェブサイト（アドレスhttp://www.fukoku-rubber.co.jp）に掲載しておりますのでご参照下さい。

③上記②の取組みについての取締役会の判断

イ．当社取締役会は、上記②の取組みが当社の上記①の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値、株主共同の利益

を確保するための取組みであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではないと考えます。

　それは、i）経営の透明性の向上、ⅱ）コーポレート・ガバナンスの強化、ⅲ）安全で高品質な製品の提供といった取

組みを事業の重要な課題として推し進めることが、当社の中期的な目標とする更なる高収益事業構造の構築ひいては

企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えること、及び、前述② ロ．に記載のとおり買収防

衛策は、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものでありますので、いずれも当社

基本方針に沿うものと考えます。

ロ．当社の買収防衛策は、取締役会の恣意的な判断を排するため、当社経営陣から独立した者のみから構成される独

立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して買収防衛策を発動すること等が定められており、取締役の地

位の維持を目的とするものではありません。

 

（４）研究開発活動

　  当第１四半期連結会計期間における研究開発費の総額は２億21百万円であります。

　  なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(１）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(２）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在発行数

（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 17,609,130 17,609,130
東京証券取引所

市場第一部
－

計 17,609,130 17,609,130 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　　　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成14年６月27日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 52

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 26,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 548

新株予約権の行使期間
平成16年７月１日から

平成21年６月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 548

資本組入額 274

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

②　平成15年６月27日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 110

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 11,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,029
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第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から

平成22年６月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,029

資本組入額 515

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

③　平成16年６月29日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 710

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 71,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 926

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から

平成23年６月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 926

資本組入額 463

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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④　平成17年６月23日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 700

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 70,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,078

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から

平成24年６月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,078

資本組入額 539

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 　　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 　　　平成19年６月28日定時株主総会決議　　

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 670

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,271

新株予約権の行使期間
平成21年７月１日から

平成26年６月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,271

資本組入額 636

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）

（注）当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

　　割会社となる場合に限ります。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

　　ります。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。）をする場合において、組織再編成行為の効

　　力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分

　　割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換

　　がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。）の直前において残

　　存する新株予約権（以下「残存新株予約権」といいます。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

　　き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」といいます。）の新株予

　　約権をそれぞれ交付することとします。

　　　ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

　　分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

EDINET提出書類

株式会社フコク(E01113)

四半期報告書

11/26



　　①　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

  　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

　　②　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

  　　再編成対象会社の普通株式とします。

　　③　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

  　　組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当該事項について定められた内容に準じて決定いたします。

　　④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の

　　　うえ、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象

　　　会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

　　⑤　新株予約権を行使することができる期間

  　　上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効

　　　力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができ

　　　る期間の満了日までとします。

　　⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  　　当該事項について定められた内容に準じて決定します。

　　⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

  　　譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

　　⑧　新株予約権の取得条項

　　　当該事項について定められた内容に準じて決定いたします。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総
数増減数

発行済株式総
数残高

資本金増減額 資本金残高
資本準備金増
減額

資本準備金残
高

（株） （株） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
－ 17,609,130 － 1,395 － 1,514

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

442,900
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

17,150,800
171,508 －

単元未満株式
普通株式

15,430
－ －

発行済株式総数 17,609,130 － －

総株主の議決権 － 171,508 －

（注）上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,200株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数122個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社フコク
さいたま市中央区

新都心11-2
442,900 － 442,900 2.51

計 － 442,900 － 442,900 2.51

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 799 862 859

最低（円） 711 763 796

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「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）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

を適用しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けて

おります。

  なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から名

称変更しております。

EDINET提出書類

株式会社フコク(E01113)

四半期報告書

14/26



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,597 4,626

受取手形及び売掛金 13,760 14,062

商品及び製品 1,271 1,382

仕掛品 917 972

原材料及び貯蔵品 1,033 1,095

その他 980 1,183

貸倒引当金 △50 △58

流動資産合計 23,509 23,264

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,532 5,862

機械装置及び運搬具（純額） 9,296 9,702

土地 5,818 6,006

その他（純額） 1,409 1,319

有形固定資産合計 ※
 22,057

※
 22,890

無形固定資産

その他 74 67

無形固定資産合計 74 67

投資その他の資産

投資有価証券 405 563

その他 586 643

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 931 1,146

固定資産合計 23,063 24,105

資産合計 46,572 47,369

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,900 9,812

短期借入金 5,258 5,365

未払法人税等 247 333

賞与引当金 449 753

その他 3,046 2,397

流動負債合計 18,902 18,662

固定負債

長期借入金 3,768 3,953

退職給付引当金 472 502

役員退職慰労引当金 405 406

負ののれん 69 74

その他 275 329

固定負債合計 4,992 5,265

負債合計 23,895 23,927
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

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 19,325 18,978

自己株式 △236 △236

株主資本合計 22,048 21,700

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 118 181

為替換算調整勘定 △530 351

評価・換算差額等合計 △411 533

新株予約権 4 3

少数株主持分 1,036 1,204

純資産合計 22,677 23,441

負債純資産合計 46,572 47,369
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 14,532

売上原価 12,037

売上総利益 2,495

販売費及び一般管理費 ※
 1,835

営業利益 659

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 2

負ののれん償却額 4

その他 53

営業外収益合計 65

営業外費用

支払利息 63

為替差損 25

その他 5

営業外費用合計 95

経常利益 629

特別利益

固定資産売却益 9

投資有価証券売却益 174

その他 7

特別利益合計 191

特別損失

固定資産除却損 14

その他 1

特別損失合計 15

税金等調整前四半期純利益 805

法人税、住民税及び事業税 187

法人税等調整額 72

法人税等合計 259

少数株主利益 26

四半期純利益 519

EDINET提出書類

株式会社フコク(E01113)

四半期報告書

17/26



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 805

減価償却費 800

賞与引当金の増減額（△は減少） △303

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 63

為替差損益（△は益） 23

投資有価証券売却損益（△は益） △174

有形固定資産売却損益（△は益） △8

有形固定資産除却損 14

売上債権の増減額（△は増加） △93

たな卸資産の増減額（△は増加） 31

仕入債務の増減額（△は減少） 436

その他 816

小計 2,406

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △64

法人税等の支払額 △225

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,123

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 △1,041

有形固定資産の売却による収入 71

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 210

その他 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △784

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 643

短期借入金の返済による支出 △473

長期借入れによる収入 375

長期借入金の返済による支出 △491

社債の償還による支出 △10

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △171

少数株主への配当金の支払額 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △145

現金及び現金同等物に係る換算差額 △222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 971

現金及び現金同等物の期首残高 3,937

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,908
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
　たな卸資産
　　通常の販売目的で保有するたな卸資産
については、従来、主として総平均法に
よる原価法によっておりましたが、当
第１四半期連結会計期間より「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）が
適用されたことに伴い、主として総平
均法による原価法（貸借対照表価額に
ついては収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）により算定しておりま
す。
　　この変更に伴い、営業利益、経常利益及
び税金等調整前四半期純利益は、それ
ぞれ36百万円減少しております。
　　なお、セグメント情報に与える影響は、
当該箇所に記載しております。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の
算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結
会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理
的な方法により算定する方法によっており
ます。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、
収益性の低下が明らかなものについてのみ
正味売却価格を見積り、簿価切下げを行う
方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　　　該当事項はありません。

　

　　【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　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、当第１四半期連結会計期間より法

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、営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益は、それぞれ23百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額 36,726百万円

　

※　有形固定資産の減価償却累計額 37,040百万円

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料 663百万円

役員退職慰労引当金繰入額 11百万円

賞与引当金繰入額 138百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）
 （百万円）

現金及び預金勘定 5,597

預入期間が３か月を超える定期預金 △688

現金及び現金同等物 4,908

　

EDINET提出書類

株式会社フコク(E01113)

四半期報告書

20/26



（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 17,609千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 442千株

　　　３．新株予約権等に関する事項

　　　　ストック・オプションとしての新株予約権

　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 提出会社　4百万円
　　　　平成19年ストック・オプションについては権利行使期間の初日は到来しておりません。

　

４．配当に関する事項

  配当金支払額

（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 配当の原資 

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
利益剰余

金

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日　至  平成20年６月30日）

 
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）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 12,351 2,180 14,532 － 14,532

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
6 48 54 (54) －

計 12,357 2,229 14,587 (54) 14,532

営業利益 634 25 659 0 659

（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

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

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、工業用ゴム製品で36百万

円減少しております。

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　「追加情報」に記載のとおり、当社は従来、機械装置の耐用年数を10～14年としておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より、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に比べて、営業利益が、工業用ゴム製品で22百万円、その他で0百万円減少して

おります。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日　至  平成20年６月30日）

 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）

売上高
     

(1)外部顧客に対する売上高 11,052 3,480 14,532 － 14,532

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
318 591 909 (909) －

計 11,370 4,071 15,442 (909) 14,532

営業利益 341 224 565 94 659

（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．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で36百万円減少して

おります。

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　「追加情報」に記載のとおり、当社は従来、機械装置の耐用年数を10～14年としておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より、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に比べて、営業利益が、日本で23百万円減少しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日　至  平成20年６月30日）

　 北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 652 3,074 158 3,885

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 14,532

Ⅲ．連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
4.5 21.1 1.1 26.7

   （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

   　　　２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、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、当社およ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。

EDINET提出書類

株式会社フコク(E01113)

四半期報告書

22/26



　　　（企業結合等関係）

　　　　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）

　共通支配下の取引等

 (１) 対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

　 　む取引の概要

　① 対象となった事業の名称及びその事業の内容

　   事業の名称：韓国フコク株式会社（当社の連結子会社）及び富原産業株式会社（当社の連結子会社）の全ての

　　　　　　　　 事業

     事業の内容：韓国内における工業用ゴム製品の製造販売

　 　 ② 企業結合の法的形式

　　 韓国フコク株式会社を吸収合併存続会社、富原産業株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併

　③ 結合後企業の名称

　   韓国フコク株式会社

  ④ 取引の目的を含む取引の概要

   　当社グループの韓国内における工業用ゴム製品の製造販売事業を効率的に進めるため、同国内における連結子

     会社同士を合併することといたしました。

 (２) 実施した会計処理の概要

　   「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会

　　 計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号  最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配

     下の取引として処理しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,260.44円 １株当たり純資産額 1,295.21円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 30.24円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
30.23円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半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。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（百万円） 519

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 519

期中平均株式数（千株） 17,166

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（百万円） －

普通株式増加数（千株） 8

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　――――――

（重要な後発事象）

　   　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年8月8日

株式会社フコク

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 樋口節夫　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田櫓孝次　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フコクの平

成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６

月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フコク及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

   期報告書提出会社）が別途保管しております。

２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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