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平成 25 年９月 10 日 

株主各位 

株式会社フジコー 

代表取締役社長 小林 直人 

 

第 40 期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報 

（法令および定款に基づくみなし提供事項） 

   

 法令および当社定款第 14 条の規定に基づき、第 40 期定時株主総会招集ご通

知の添付書類のうち､当社ホームページ（http://www.fujikoh-net.co.jp）に掲載する

ことにより､当該添付書類から記載を省略した事項は次のとおりでありますので､ご

高覧賜りますようお願い申しあげます。 

   

１．事業報告…………………………………………………………………1～3 頁 

「会社の現況に関する事項」 

・その他株式会社の現況に関する重要な事項 

 「会社の株式に関する事項」 

・発行可能株式総数 

・発行済株式の総数 

・株主数 

・その他株式に関する重要な事項 

 「会計監査人の状況」 

・非監査業務の内容 

・会計監査人の解任または不再任の決定方針 

・責任限定契約の内容の概要 

 「会社の体制及び基本方針」 

 ・業務の適正を確保するための体制 

 ・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況 

「会社の支配に関する基本方針」 

 

２．計算書類…………………………………………………………………4～10 頁 

「個別注記表」 
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【添付書類】 

事 業 報 告 

 

(
平成24年７月１日から

平成25年６月30日まで
)

 

１．会社の現況に関する事項 

その他株式会社の現況に関する重要な事項 

   該当事項はありません。 

 

２．会社の株式に関する事項 

 (1) 発行可能株式総数       4,800,000株 

 

 (2) 発行済株式の総数       3,181,600株（自己株式78株を含む） 

 

 (3) 株主数              1,902名 

 

 (4) その他株式に関する重要な事項 

   該当事項はありません。 

 

３．会計監査人の状況 

(1) 非監査業務の内容 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

取締役会は、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合等、その必要があると判断したときは、会社法第 344 条に基づく監

査役会の同意を得た上で、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的といた

します。また、監査役会から請求があった場合で、当該請求が妥当と認められると

きは、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的といたします。 

監査役会は、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合等、その必要があると判断したときは、同条の規定に従い、監査役

全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した

監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と

解任理由を報告します。 

 

(3) 責任限定契約の内容の概要 

該当事項はありません。 
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４．会社の体制及び基本方針 

(1) 業務の適正を確保するための体制 

取締役の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおり

であります。 

 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

当社は、経営理念に基づき、企業倫理規程、基本方針、社員心得（実施事項）

による基本原則を設けており、取締役は企業倫理の遵守・浸透を率先して垂範す

る。コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処のため、コンプライア

ンスに関する社内規程に従い、担当責任者が調査、監督指導する。 

社長直属の内部監査担当者が監査役と連動して、業務の執行状況が法令・定

款・社内規程に準拠して行われているか検証する。 

金融商品取引法及びその他事業活動に関連する法令の遵守を含め、財務報告の

信頼性を確保するために、内部統制の体制を整備、運用し、業務の改善に努める。 

なお、当社は市民社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力

とは、毅然とした態度で対応し、警察当局、顧問弁護士等、関係者との連携を図

り一切の関係を遮断する。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に関する重要な情報及び書面の取扱いは、法令及び社内規

程に基づき、適切に保存する。これらの情報等は、法令及び社内規程に従い、必

要に応じ閲覧可能な状態で管理する。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かす

あらゆるリスクに対処するため、リスクの分析及び検討を行い、リスク管理に関

する規程を制定し、各部門において適切な管理体制を構築する。また、地震・洪

水・事故・火災等の災害、役員・使用人の不適切な業務執行、基幹ＩＴシステム

の故障等のリスク発生時における損失の拡大を防止するとともに事業の継続性を

確保するよう努める。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会規程に基づき、定時取締役会及び臨時取締役会を開催し、法令及び定

款で定められた事項、その他重要事項に関して的確な意思決定を行うとともに取

締役相互の職務執行を監督する。決定事項については、各種規程に定める機関又

は手続きに基づき職務を執行するとともに取締役会において報告を行い、進捗状

況及び結果を検証する。 

  ⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制 

関係会社管理規程に基づき、子会社取締役と意思疎通を図ることにより、企業

集団における各種経営情報を共有し、職務執行の適正と効率化の確保に努める。

また内部監査担当者による子会社の監査を行い、業務全般にわたる有効性と妥当

性を確保する。 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項 

監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役の求めに応じて、内部監

査担当者を配置する。監査役が補助する使用人の採用を求めた場合は、取締役と

の協議により決定する。 
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⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役の補助をすべき使用人は、監査役の指揮命令に基づき、取締役の指揮命

令に従う義務は負わないものとする。監査役の補助をすべき使用人の人事権に関

する事項の決定は、監査役会の事前の同意を必要とする。 

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関

する体制 

取締役及び従業員は、取締役会その他重要な会議において、意思決定における

検討内容及び職務の執行状況を常勤監査役に報告する。また常勤監査役は重要な

決裁資料及び関係資料を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員に説明を求める。

取締役及び従業員は、「会社の信用の大幅な低下」、「会社の業績への重大な悪

影響」、「社内外に影響を与える重大な被害」、「企業行動基準、倫理規程その

他の社内規程への重大な違反」その他これらに準じる事項が起こった場合、又は

その恐れがある場合は、発見次第速やかに監査役に報告するとともに、迅速かつ

的確に対応する。 

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

公正性及び透明性を担保するため、監査役の過半数は社外監査役とする。また、

監査役は、独自に意見形成するため、自らの判断で弁護士、公認会計士等、外部

のアドバイザーを活用する。 

 

 (2) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況 

当社では、反社会的勢力の定義を「暴力、威力と詐欺的手続きを駆使し、経済的

利益を追求する集団又は個人」とし、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当

な要求に対して一切の関係を排除することを基本方針としております。 

また、反社会的勢力との関係遮断を徹底するため、反社会的勢力とは付き合わな

い旨を記載した基本方針を社内に掲示しております。 

さらに事業部では外部専門機関による情報と支援を得るため定期的な講習会の受

講と情報交換会へ出席し、警察関係機関との連携を図っております。 

万一、各部門に対して反社会的勢力から不当要求等が発生した場合は、組織全体

での対応を基本とし、すみやかに所轄の警察へ通報し、本社管理部では、報告され

た内容について現状把握と事実関係等を調査し、その対策について、代表取締役社

長と協議の上、必要に応じて顧問弁護士へ相談し、直接的な対応を行います。また、

発生した事象については適宜、社内規程等に反映することとしております。 

 

５．会社の支配に関する基本方針 

該当事項はありません。 
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 [個別注記表] 

1. 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 (1) 資産の評価基準及び評価方法 

  ① 関係会社株式    移動平均法による原価法 

  ② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    ・仕掛品  先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

    ・原材料及び貯蔵品  主として最終仕入原価法による原価法 

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

  ③ デリバティブ等の評価基準及び評価方法  時価法 

 (2) 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（附属建物を除く）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す。 

     建物         ２～50年 

構築物        ７～35年 

機械装置       ５～17年 

車両運搬具      ２～７年 

工具器具及び備品   ２～10年 

生物           ３年 

  ② 無形固定資産 

    定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（５年) に基づいております。 

  ③ リース資産 

    ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産 

     自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法を採用しております。 

    ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する資産 

     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、リース取引開始日が会計基準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。 

 

(3) 引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により､ 貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

② 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金に備えるため、支給見込額を計上しております。 

 (4) 消費税等の会計方針 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 (5) 会計方針の変更 

   会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年７月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これ

による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 
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3. 貸借対照表に関する注記 

 (1) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

 (2) 担保に供している資産 

  ① 建物                  818,950千円 

  ② 構築物                   229千円 

  ③ 機械装置                308,825千円 

  ④ 土地                  207,781千円 

    合計                 1,335,787千円 

  担保に係る債務の金額 

① 一年以内返済予定長期借入金       186,756千円 

② 長期借入金               955,641千円 

    合計                 1,142,397千円 

 (3) 有形固定資産の減価償却累計額      2,558,519千円 

 (4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

   区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のと

おりであります。 

① 関係会社に対する短期金銭債権        － 千円 

② 関係会社に対する短期金銭債務       1,067千円 

 (5) 取締役に対する金銭債権及び金銭債務 

  ① 取締役に対する短期金銭債権         － 千円 

  ② 取締役に対する短期金銭債務         － 千円 

(6) 国庫補助金等による圧縮記帳額       943,729千円 
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4. 損益計算書に関する注記 

 (1) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

 (2) 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額 

  ① 営業取引（収入）              － 千円 

② 営業取引（支出）             13,685千円 

③ 営業取引以外の取引（収入）         － 千円 

  ④ 営業取引以外の取引（支出）        2,445千円 

(3) 減損損失 

事業用資産については、管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行っております。

資産の処分や事業の廃止に関する意思決定を行った資産及び遊休資産については、個別の資

産単位毎に把握しております。当社は、以下の遊休資産について減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 その他 

遊休資産 土地 埼玉県日高市 事業用土地 

上記資産については、食品リサイクル事業用土地として取得しましたが、土地の拡張性不

足による理由から売却処分の意思決定を行いました。当事業年度において売買契約を締結し

たため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額16,000千円を特別損失に計上して

おります。減損損失の内訳は、土地16,000千円であります。なお、回収可能価額は、売買契

約代金に基づく正味売却価額により算定しております。 

 

5. 株主資本等変動計算書に関する注記 

 (1) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

 (2) 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

    普通株式  3,181,600株 

 (3) 自己株式の種類及び総数に関する事項 

    普通株式      78株 

 (4) 剰余金の配当に関する事項 

① 配当支払額 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の 

総額(千円)

１株当たり 

配当額(円) 
基 準 日 効力発生日

平成24年９月21日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 12,807 ５ 

平成24年

６月30日

平成24年

９月24日

  ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の 

総額(千円)

１株当たり 

配当額(円) 
基 準 日 効力発生日

平成25年９月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 22,270 ７ 

平成25年

６月30日

平成25年

９月26日

 (5) 新株予約権の状況 

   当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的

となる株式の種類及び数 

    普通株式   150,000株 
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6. 税効果会計に関する注記 

   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

   繰延税金資産（流動） 

    未払事業税 5,198千円

    未払費用 30,321千円

    役員退職慰労引当金 3,801千円

   繰延税金資産（流動）合計 39,320千円

   繰延税金資産（固定） 

    関係会社株式評価損 874千円

    減価償却超過額 7,730千円

    減損損失 13,175千円

    評価性引当金 △7,407千円

   繰延税金資産（固定）合計 14,372千円

    

7. リースにより使用する固定資産に関する注記 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

   注記対象となるリース契約のリース期間が満了したため、該当事項はありません。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

   注記対象となるリース契約のリース期間が満了したため、該当事項はありません。 

 

8. 金融商品に関する注記 

 (1) 金融商品の状況に関する事項 

 ① 金融商品に対する取組方針 

当社は、さらなる事業拡大を図るため、リサイクル施設並びに機械装置に対する設備投資

計画に照らして、必要資金を銀行借入等により調達しております。一時的な余剰資金につき

ましては、主に銀行預金等に限定し、余資運用は行わない方針であります。デリバティブ取

引は借入金の金利変動リスクを回避するために限定し、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

  ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクを伴っておりますが、債権管理規程、販売

管理規程に基づき、期日ごとの入金管理、未回収残高管理を行い、各取引先の信用状況を把

握する体制となっております。 

営業債務である買掛金及び未払金は、その大半が２ヶ月以内の支払期日であります。 

長期借入金及び長期未払金は、主に事業拡大を目的としたリサイクル施設等に係る資金調

達であります。 

営業債務や借入金等の流動負債は、流動性のリスクを伴っておりますが、月次での資金繰

り管理を行っております。 

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足事項 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を盛り込んでいるた

め、異なる前提条件を採用することにより、当該価格が変動することがあります。 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

平成25年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、下表には含

まれておりません。 
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（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時     価 差      額 

① 現金及び預金 287,011 287,011 ― 

② 売掛金 300,122   

  貸倒引当金 △2,189   

 297,933 297,933 ― 

③ 破産更生債権等 1,747   

  貸倒引当金 △1,645   

 102 102 ― 

④ 買掛金 (195,689) (195,689) ― 

⑤ 未払法人税等 (62,290) (62,290) ― 

⑥ 未払消費税等 (29,074) (29,074) ― 

⑦ 預り金 (6,672) (6,672) ― 

⑧ 長期借入金 (1,223,034) (1,205,979) △17,055 

⑨ 長期未払金 (155,459) (149,300) △6,159 

（注）１．負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

   ２．売掛金、破産更生債権等はそれぞれに対応する貸倒引当金を控除しております。 

３．長期借入金及び長期未払金には一年以内に期限が到来する借入金及び未払金を含んで

おります。 

４．非上場株式（貸借対照表計上額 関係会社株式135千円）及び長期預り金（貸借対照表

計上額 株主からの長期預り保証金40,000千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャ

ッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認

められるため、上表には含めておりません。 

５．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

    ① 現金及び預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

     ② 売掛金、③ 破産更生債権等 

売掛金及び破産更生債権等については、回収実績による回収見込額等に基づいて貸

倒引当金を算定しているため、時価は決算日における帳簿価額から貸倒引当金を控除

した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。 

    ④ 買掛金、⑤ 未払法人税等、⑥ 未払消費税等、⑦ 預り金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

    ⑧ 長期借入金、⑨ 長期未払金 

長期借入金及び長期未払金の時価については、元利金の合計を新規に同様の借入を

行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、

長期未払金には、短期間で決済される未払金が含まれておりますが、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

 

9. 賃貸等不動産に関する注記 

  重要性が乏しいと考えられるため注記を省略しております。 

 

10. 持分法損益等に関する注記 

  該当事項はありません。 
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11. 関連当事者との取引に関する注記 

(1) 役員等及び個人主要株主等 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金 

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権の

所有 

(被所有)

割合 

関連 

当事者と

の関係

取引の 
内容 

取引金額 

(千円) 
科目

期末残高

(千円) 

役員及び

個人主要

株主 

小林直人 ― ― 
当社代表 

取締役社長

（被所有) 

直接 

11.6％

― 

当社銀行 

借入に 

対する 

債務被 

保証 

（注１） 

1,184,782 ― ―

当社銀行 

借入に 

対する 

担保提供 

（注１） 

485,334 ― ―

役員 上竹智久 ― ― 
当社取締役

技術部長 

（被所有) 

直接 

6.3％ 

― 

当社銀行 

借入に 

対する 

債務被 

保証 

（注１） 

48,665 ― ―

当社銀行 

借入に 

対する 

担保提供 

（注１） 

485,334 ― ―

個人 

主要 

株主 

小林美子 

(小林直人 

の配偶者) 

― ― ― 

（被所有) 

直接 

  10.9％ 

― 

当社銀行 

借入に 

対する 

債務 

被保証 

（注１） 

100,000 ― ―

近 

親 

者 

桑原信子

(小林直人 

の近親者) 

― ― ― ― ― 

当社銀行 

借入に 

対する 

債務 

被保証 

（注１） 

50,000 ― ―

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社 

エスシーエ

ス株式会社 

埼玉県

草加市

青柳 

50 

一般事業系

廃棄物・産

廃収集処理

他 

当社 

取締役 

野崎友義

及びその

近親者が

直 接 100%

保有 

役員の

兼任 

 

廃棄物

処理 

の受託

廃棄物処

理の受託 
(注２、３) 

36,294 売掛金 6,407

営業預り

金の受入 
― 

株主

からの

長期預

り保証

金 

30,000
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（注）１．当社銀行借入に対する債務保証並びに当社株式による担保提供を受けておりますが、

保証料等の支払いは行っておりません。なお、取引金額には当事業年度末の被保証債

務額及び被担保債務額を記載しております。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方法等 

     廃棄物処理の受託については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

   ３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

12. １株当たり情報に関する注記 

 (1) １株当たり純資産額 361円95銭

 (2) １株当たり当期純利益 36円58銭

 


