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平成１８年１２月期    決算短信（連結）     平成 19 年２月 22 日 

 

上 場 会 社 名 株式会社ニチリン 上 場 取 引 所         ㈱大阪証券取引所 
コ ー ド 番 号 ５１８４ 本社所在都道府県 兵 庫 県 

 (ＵＲＬ http://www.nichirin.co.jp/) 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 清 水 良 雄 

問合せ先責任者 役職名 経 理 部 長 氏名 森 本 幾 雄 ＴＥＬ (079) 252－4151(代表) 

決算取締役会開催日  平成 19 年２月 22 日 

米国会計基準採用の有無 無 

 

１． 18 年 12 月期の連結業績（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

(1)連結経営成績                         （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 

18 年 12 月期 

17 年 12 月期 

          百万円  ％ 

 40,997 3.9 

 39,468 7.8 

          百万円  ％ 

 1,257 △5.9 

 1,336 23.3 

          百万円  ％ 

 1,486 △13.7 

 1,723 59.3 
 

 当期純利益 
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
経常利益率

 
18 年 12 月期 
17 年 12 月期 

百万円  ％
 944 △38.9 
 1,547 142.4 

   円 銭
 105 05
 188 51

   円   銭
       
       

％ 
8.6 

 17.8 

％ 
4.8 
6.0 

％
3.6 

    4.4 

(注)①持分法投資損益    18 年 12 月期     152 百万円  17 年 12 月期     142 百万円 
  ②期中平均株式数(連結)  18 年 12 月期   8,992,940 株  17 年 12 月期   8,118,178 株 
  ③会計処理の方法の変更    無 
  ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 

(2)連結財政状態                         （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18 年 12 月期 
17 年 12 月期 

百万円 

31,826 

29,545 

百万円 

11,976 

10,330 

％ 
36.2 
35.0 

円  銭 
 1,282 81 
 1,146 75 

(注)期末発行済株式数(連結)  18 年 12 月期   8,992,298 株        17 年 12 月期   8,993,634 株 
 

(3)連結キャッシュ・フローの状況         （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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

 

18 年 12 月期 

17 年 12 月期 

百万円 

1,740 

2,255 

百万円 

△1,908 

△1,194 

百万円 

131 

△106 

百万円 

3,285 

3,281 

 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   12 社   持分法適用非連結子会社数   0 社   持分法適用関連会社数   5 社 

 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

 連結（新規）   0 社   （除外）   0 社   持分法（新規）   0 社  （除外）   0 社 

 

２．19 年 12 月期の連結業績予想（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円 

21,000 

41,500 

百万円 

900 

1,700 

百万円 

600 

1,100 

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期) 122 円 32 銭 
※ 上記連結業績予想は、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可能性があります。 
なお、上記の業績予想に関する事項については、添付資料の 10 ページをご参照ください。 
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１． 企業集団の状況 

 
  当社グループは、株式会社ニチリン（当社）、子会社12社（連結子会社12社）、関連会社５社（持分

法適用会社５社）及びその他の関係会社１社により構成されております。 

 当社グループの事業は、自動車用ホース類を主とするゴム製品の製造販売であり、事業に係る位置付

け等は次のとおりであります。 

 

事業区分 内      容 会 社 名                

自動車用ホース類の製造・販売 ㈱ニチリン 

 青山工業㈱ （連結子会社） 

 ニチリン インク （連結子会社） 

 ニチリン テネシー インク （連結子会社） 

 ニチリン－フレックス ユー・エス・エー インク （連結子会社） 

 ニチリン ユー・ケー・リミテッド （連結子会社） 

 上海日輪汽車配件有限公司 （連結子会社） 

 日輪橡塑工業（上海）有限公司 （連結子会社） 

 ニチリン（タイランド） （関連会社） 

 ビステオン－ニチリン－チェコ エス．アール．オー． （関連会社） 

日輪機工㈱ （連結子会社） 自動車用ホース部分品（口金具）

の製造・販売 ニチリン カプラ テック ユー・エス・エー インク （連結子会社） 

 ニチリン カプラ テック メキシコ エス・エー （連結子会社） 

 名古屋技研工業㈱ （関連会社） 

 サンチリン インダストリーズ（マレーシア） （関連会社） 

 サンチリン インダストリー（タイランド） （関連会社） 

自
動
車
用
ホ
ー
ス
類
他
各
種
ゴ
ム
製
品 

ゴム・樹脂ホース等配管部品及

びその他工業用ゴム関連製品の

製造・販売 

日輪軟管工業（上海）有限公司 （連結子会社） 

当

社

グ

ル

ー

プ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
他 

損害保険代理業、環境整備、労務

サービスの提供 
ニチリン・サービス㈱ （連結子会社） 

そ
の
他
の
関
係
会
社 
非鉄金属素材（モリブデン・バナジ

ウム等）の製造・販売 
太陽鉱工㈱ （その他の関係会社） 

（注） 1．ﾆﾁﾘﾝ ｶﾌﾟﾗ ﾃｯｸ ﾒｷｼｺ ｴｽ･ｴｰは、ﾆﾁﾘﾝ ｶﾌﾟﾗ ﾃｯｸ ﾕｰ･ｴｽ･ｴｰ ｲﾝｸの子会社であります。 

 2．ｻﾝﾁﾘﾝ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)は、ｻﾝﾁﾘﾝ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ(ﾏﾚｰｼｱ)の子会社であります。 

 3．ﾋﾞｽﾃｵﾝ-ﾆﾁﾘﾝ-ﾁｪｺ ｴｽ.ｱｰﾙ.ｵｰ.は、清算手続中であります。 
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［事業系統図］ 
 

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。 

(国内製造会社） （海外製造会社）

(国内会社）

(国内会社）

(海外製造会社）

（注） １．取引の区分は以下のとおりであります。

製品及び部品販売　（子会社間の取引の記載は省略しております。）

サービスの提供

２．関係会社の区分は以下のとおりであります。

　　　☆　連結子会社

　　　※　持分法適用関連会社

　　　○　その他の関係会社

３．ビステオン－ニチリン－チェコ　エス．アール．オー．は清算手続中であります。

☆日　輪　機　工　㈱

☆青　山　工　業　㈱

※名　古　屋　技　研　工　業　㈱

☆ ニ　チ　リ　ン　・　サ　ー　ビ　ス　㈱

国　　　　内　　　　外　　　　顧　　　　客

㈱　　ニ　　チ　　リ　　ン

○太　陽　鉱　工　㈱

※ビステオン－ニチリン－チェコ　エス．アール．オー． (チェコ)

☆ニチリン　テネシー　インク (米国)

☆ニチリン－フレックス　ユー・エス・エー　インク (米国)

☆ニチリン　カプラ　テック　ユー・エス・エー　インク (米国)

☆ニチリン　カプラ　テック　メキシコ　エス・エー (メキシコ)

☆ニチリン　インク (カナダ)

※サンチリン　インダストリーズ（マレーシア）

※サンチリン　インダストリー（タイランド）

☆ニチリン　ユー・ケー・リミテッド (英国)

☆上海日輪汽車配件有限公司 (中国)

☆日輪軟管工業（上海）有限公司 (中国)

※ニチリン（タイランド）

☆日輪橡塑工業（上海）有限公司 (中国)
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２． 経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは、「心が触れ合うモノ造り 信頼と喜びの行動で 21世紀に貢献する。」を経営理

念に掲げ、自動車用ホースの専門メーカーとして、「商品開発技術」、「生産技術」、「管理技術」

の総合技術力で世界に認められる企業へと発展していくことを事業活動の基本としております。 

当社を含め国内５社および海外７ヵ国に12社（清算手続中の会社を除く）を有するニチリングルー

プの連携、補完、情報ネットワークの更なる強化を通じて、グループメリットを最大限に活かし、世

界のお客様に喜ばれる商品づくりの徹底を図ってまいります。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、将来にわたる株主利益の確保と必要な内部留保を行い、業績も勘案しながら安定した配当

を継続して実施することを基本方針としております。 

期末配当につきましては１株につき６円とし、中間配当の１株当たり５円とあわせ年間配当金は１

株当たり11円を予定しております。 

 

(3) 中長期的な経営戦略 

当社グループは、「柔軟」、「効率」、「常識超越」をキーワードに、グローバルな競争力確保と

変革を狙い、2004年から中期経営計画（ニチリン イノベーション プラン）に取り組んでまいりま

した結果、営業活動の強化、原価低減活動、生産性向上活動他、種々の改善活動の成果により中期計

画は達成することが出来ました。 

前中期（2004年～2006年）に続き、2007年からの新中期３ヵ年は、更に強固なグループ基盤を築き、

2014年（当社創業100周年）に向けた飛躍に備えるための重要な期間と捉えています。 

これまでの活動をより一層深化させ、安定した成長といかなる環境変化へも柔軟に対応できる確固

たる利益体質を備えたニチリングループの構築をめざし、下記の実現に邁進してまいります。 

・世界主要市場で各拠点が安定した成長と確固たる利益体質を備えた企業基盤を築き、グローバル

企業集団として発展する。 

・顧客の要求に応えられる技術開発力、きわだち品質、モノ造りで自動車用ホースのリーディン

グ・カンパニーを目指す。 

・市場変化に柔軟に対応できる生産体制と生産拠点間の相互補完体制を充実し、グループ連携の強

化によりグローバル競争力の向上を図る。 

 

(4) 目標とする経営指標 

新中期経営計画（ニチリン イノベーション プラン フェーズⅡ）では、2009年の収益目標を次

のとおり設定し、取組んでおります。 

これは、グループ内の海外寄与度拡大とともに、計画の狙いである強固なグループ基盤構築を目指

すものであります。 

                              （単位：百万円） 

2009年収益目標（計画）  
売 上 高 経常利益 

連  結 44,000 2,200 

単  体 30,000 900 
       

 なお、2006年度の実績は以下であります。 

                           （単位：百万円） 

2006年収益実績  
売 上 高 経常利益 

連  結 40,997 1,486 

単  体 29,398 812 
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(5) 企業集団の対処すべき課題 

自動車業界では、グローバル化の進展により、国内メーカー各社の海外生産がますます拡大し、全

世界的な視点で品質、コスト、開発力の強化が求められております。 

このような市場環境下、当社グループは新中期経営計画（ニチリン イノベーション プラン フ

ェーズⅡ）を策定し、グローバルな企業集団として発展するため、次のような経営課題に取り組んで

います。 

 

（主な経営課題） 

・世界の市場の変化に対応した生産拠点の充実と、製品・部品の相互補完により収益の向上を図る。 

・グローバル品質保証体制の確立により、世界同一レベルの「きわだち品質」を実現し顧客満足の向

上を目指す。 

・ＮＮＰ（Nichirin  New  Production）活動の継続実践による生産改善と、購買の多様化等による原

価低減を推進し、競争力向上を図る。 

・ニチリンＲ＆Ｄセンターの活用による技術・研究開発部門の集約で、効率的な研究開発体制の強化

を図り、商品開発力および独自技術の向上を図る。 

・社会に信頼され、高く評価される企業を目指し、コーポレートガバナンス、内部統制、環境管理の

充実を図る。 
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３． 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当連結会計年度における我が国経済は、引き続き素材価格の上昇や原油高の影響を受けながらも、

輸出の好調による企業業績の回復が、設備投資や雇用の拡大の好循環を生み、低成長ながら戦後最

長の景気拡大となりました。しかしながら、家計部門にはまだ好況感が薄く個人消費は力強さを欠

いており、デフレ解消までには至りませんでした。 

海外につきましては、米国は、原油高の影響や住宅投資の落ち込みが見られますが、個人消費・

設備投資ともに底堅く、景気はやや減速ながらも成長を維持しております。また、中国は、引き締

め政策を続けておりますが、国内投資と輸出の大きな伸びにより高い成長となりました。一方、ユ

ーロ圏では、域内経済は内需主導で堅調に推移しております。 

当社グループの事業分野であります日本の自動車業界は、国内販売は軽・小型車が好調なものの

全体では前年比1.9％減少するなかで、国内生産は、輸出の好調により1,148万台（前年比6.3％増

加）となり、また、海外生産は、米国、欧州、中国・アジアなどの世界主要市場において拡大し、

国内自動車メーカー（乗用車８社）の海外生産台数は 1,036万台と過去最高となりました。 

このような事業環境のなか、当社グループのうち国内では、新車投入の少ない時期ではありまし

たが、受注車種が好調に推移したことや海外拠点等への輸出の増加により、売上は好調に推移しま

した。利益面では、原材料価格の上昇が続くなか、生産改善および経費削減などによる原価低減の

推進と、販売価格低下の圧縮にも努めた結果、為替の影響も加わり営業利益は増加しました。 

一方、海外事業のうち北米では、営業の強化、原価低減活動、生産性改善や仕入部品の内製品化

等を推進いたしましたが、原油価格の高止まりによる大型車の販売減少や一部販売先の減産等もあ

り、売上、利益とも減少しました。また、中国・アジア、欧州は、現地に展開する日系メーカーの

拡大に支えられ、好調に推移しました。 

この結果、連結売上高は、40,997百万円（前期39,468百万円）、経常利益は、1,486百万円（前期

1,723百万円）、当期純利益は、特別利益減少や税負担増加などにより944百万円（前期1,547百万

円）となりました。 

地域別の業績は、日本においては、売上高は、29,451百万円（前期27,989百万円）、営業利益は、

721百万円（前期607百万円）となりましたが、北米では、売上高は、12,359百万円（前期12,678百

万円）と減少し、利益面は、ホース内製化にともなう一時費用や、カナダ子会社（ニチリン イン

ク）での業容改善費用と現地通貨高などもあり、営業利益は、80百万円の損失（前期 280百万円）

となりました。 

その他の欧州・アジアについては、とくに中国での好調により、売上高は、5,971百万円（前期

4,804百万円）、営業利益は、607百万円（前期468百万円）と、増収増益を確保しました。 

なお、前期から進めております米国（テネシー州）と中国（上海）におけるホース内製化は、下

期から本格稼動しております。一方、中国市場は今後も高い成長が見込める重要な市場であり、現

地拠点の上海日輪汽車配件有限公司の重要性がますます高まっていることから、同社への出資比率

を72％（従前52％）に引き上げました。 

また、当期は2004年からスタートしました中期３ケ年経営計画の最終年でありましたが、北米営

業の強化、原価低減活動、生産性向上活動、グループ内での生産品目の移管や仕入部品の内製化等

の課題に取り組みました結果、中期計画（当期初修正連結売上高 39,000百万円、同連結経常利益 

1,400百万円）を達成しました。 
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(2) 財政状態 

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3百万円増加し、当連結会計年度末は3,285百万円となりました。 

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） 

営業活動による資金は1,740百万円の増加（前連結会計年度は2,255百万円の増加）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益1,463百万円および減価償却費1,040百万円、仕入債務の増加

763百万円（資金の増加）、売上債権の増加488百万円（資金の減少）、棚卸資産の増加389百万円

（資金の減少）、法人税等の支払い360百万円等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） 

投資活動による資金は1,908百万円の減少（前連結会計年度は1,194百万円の減少）となりました。

これは主に、ニチリンＲ＆Ｄセンターやニチリン テネシー インク（北米）の生産設備等有形固

定資産の取得1,806百万円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） 

財務活動による資金は131百万円の増加（前連結会計年度は106百万円の減少）となりました。こ

れは借入金の増加420百万円、社債の償還140百万円、配当金の支払い98百万円等によるものであり

ます。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成17年12月期 平成18年12月期 

自己資本比率(％) 35.0 36.2 

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率(％) 43.9 24.1 

債務償還年数(年) 1.5 2.2 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(倍) 24.0 21.6 

（注）自己資本比率          :自己資本/総資産 

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率:株式時価総額/総資産 

債務償還年数          :有利子負債/営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ    :営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ/利払い 

 1．各指標は、いずれも連結ﾍﾞｰｽの財務数値により計算しております｡ 

2．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により計算しておりま

す。 

3．営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰおよび利払いは、連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書に計上されております「営業活動によ

るｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ」および｢支払利息｣を使用しております。 

4．有利子負債は、期末日における借入金及び社債残高を使用しております。 
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(3) 事業等のリスク 
 

当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のような

ものがあります。なお、本項に含まれる将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末(平成18

年12月31日)現在において、当社グループが判断したものであります。 

 

1）自動車産業から受ける影響について 

当社グループの事業は、自動車産業への依存度が90％以上であり、特定の自動車メーカーの系

列に属さないものの、自動車業界の動向、顧客企業の業績ならびに顧客の調達方針変更などによ

り、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

2）市場ニーズへの対応 

当社グループの主な事業分野である自動車業界では、高品質、高機能かつコスト競争力のある

製品の供給が求められております。当社グループとしてはこれらのニーズを満足できる製品の提供

をめざし、原価低減活動の推進、研究開発体制の充実、技術力の向上を図るとともに、世界各地で

の生産体制、販売体制の強化について継続的に取り組んでおります。しかしながら、価格、品質、

機能等における当社製品の市場競争力低下は、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）製品の欠陥 

当社グループでは、製品の品質は事業を維持、発展させるためのもっとも重要なものの１つで

あると考え、世界基準や取引先の厳しい品質管理基準を遵守するため各種の施策や対策を実施し、

製品品質の維持・向上に最大限の注意を払い製造販売しております。しかしながら、自動車の不

具合の原因が当社グループの供給した製品の欠陥にある場合、リコール等の処置がなされること

があります。当社グループにおいては、製品の品質確保に万全を期してはおりますが、このよう

な事態が発生した場合、契約上も、法律上もリコール等の処置にかかわる費用を負担しなければ

ならないことがあります。リコール等による多額の費用の発生や顧客満足度の低下は当社グルー

プの評価を下げると共に、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

4）為替レートの変動 

当社グループは、日本、北米、アジア、欧州の各事業拠点において生産と販売を行っており、

海外取引は今後も拡大が見込まれます。各地域における売上、費用、資産を含む現地通貨建ての

項目は、連結財務諸表においては円換算されております。これらの項目は、現地通貨における価

値が変わらなくても、換算時の為替レートの変動の影響を受け、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

5）原材料価格の変動 

当社グループは、製品製造にあたり合成ゴム、補強糸、金属およびゴム部品等の材料を購入し

ており、これらの価格は原油や金属などの国際相場により大きく変動することがあり、購入価格

に影響を受けます。当社グループにおいては、生産改善や経費削減などの原価低減に取り組んで

おりますが、原材料価格の著しい上昇は、当社製品の製造原価を押し上げ、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

6）原材料および部品の特定仕入先への依存 

当社グループが製造において使用する一部の原材料・部品については、品質、価格、納期など

から特定の仕入先に依存しているものがあります。効率的かつ低コストで供給を受け続けられる

かどうかは、当社グループがコントロールできないものも含めて、多くの要因に影響されますが、

仕入先の生産体制、技術・研究開発力や経営状態によっては、当社グループの生産に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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7）地震等の災害の影響 

地震など大規模な自然災害や人的災害が万一発生した場合は、当社グループはもとより発生地

域によっては、顧客または仕入先の生産設備等の被害による生産への影響が予想されます。当社

グループは、こうした事態に対処するため、その被害を最小限にくい止めるための体制の整備に

努めておりますが、災害の規模により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

8）国際的活動および海外進出に潜在するリスクについて 

当社グループの生産および販売活動は、日本をはじめとする海外７ヵ国（清算手続中の会社を

除く）にわたっています。これら海外市場への事業進出には、以下のようなリスクが内在してお

り、当該事象が当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

・予期しない法律または規制の変更による投資機会の逸失、製造・販売の中止、コスト負担の増

加等 

・不利な政治的または経済的要因の発生 

・人材の採用と確保の難しさ 

・技術インフラの未整備による顧客満足度の低下 

・戦争、テロ、疾病などによる社会的混乱に伴う材料調達、生産、販売および輸送の遅延や中止 

 

9）退職給付債務による影響について 

当社グループの従業員退職給付費用および債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件

や年金資産の期待運用収益率にもとづいて算出しております。このため、実際の金利水準の変動

や年金資産の運用利回りが悪化した場合には、当社グループの経営成績および財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

10）情報システム障害による影響に関して 

当社グループの事務処理において、情報システムの重要性は日増しに高まっており、トラブル

発生の場合には、販売・生産などの業務への影響が予想されます。 

当社グループでは、トラブル回避のため、セキュリティを高めるなどシステムやデータ保護に

努めておりますが、災害などの外的要因やウイルスなどにより情報システム障害が発生した場合、

その規模によっては、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 



- 10 - 

(4) 次期の見通し 

日本の自動車業界では、国内販売の足踏みは続くものの、世界主要市場での日本車人気を背景とし

た輸出の増加と海外生産拡大により、来期の自動車生産は、国内・海外ともに比較的堅調に推移して

いくものと予測しております。 

このような状況を受け、当社グループの販売は、国内での大きな伸びはないものの、海外において

は、日系自動車メーカーの現地生産増により順調に推移していくものと予想しており、連結売上高は

41,500百万円（当期40,997百万円）を見込んでおります。 

なお、利益面では、原材料価格の上昇は落ち着いているものの、引きつづきグループ全体での生産

改善、経費削減などの原価低減を強力に推進し、グローバルな競争力強化を図ってまいります。連結

当期純利益は1,100百万円（当期944百万円）を見込んでおります。 

 

 【連結】 

       売上高は、 41,500百万円 （当期  40,997百万円） 

       経常利益は、 1,700百万円 （当期   1,486百万円） 

       当期純利益は、 1,100百万円 （当期    944百万円） 

    

 【単独】 

    売上高は、 29,100百万円 （当期  29,398百万円） 

       経常利益は、 800百万円 （当期     812百万円） 

       当期純利益は、 500百万円 （当期     539百万円） 
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４．連結財務諸表等 

(1)連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減額 
（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  3,308,894 3,074,756  △234,138

２．受取手形及び売掛金 ※2 6,700,047 7,256,629  556,582

３．有価証券  266,979 267,257  278

４．たな卸資産  3,478,866 3,879,650  400,784

５．繰延税金資産  224,233 274,899  50,666

６．その他  1,000,010 1,266,807  266,796

７．貸倒引当金  △44,267 △6,381  37,886

流動資産合計  14,934,763 50.6 16,013,618 50.3 1,078,855

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※3 5,807,619 6,755,449   

減価償却累計額  3,530,479 2,277,140 3,695,282 3,060,166  783,026

(2）機械装置及び運搬具 ※3 12,905,696 13,278,743   

減価償却累計額  10,136,815 2,768,881 10,284,672 2,994,070  225,189

(3）土地 ※3,4 3,559,157 3,567,459  8,302

(4）建設仮勘定  439,350 126,000  △313,350

(5）その他  2,058,392 1,920,176   

減価償却累計額  1,785,314 273,078 1,653,401 266,774  △6,303

有形固定資産合計  9,317,607 31.5 10,014,472 31.5 696,865

２．無形固定資産    

(1）連結調整勘定  － 118,321  118,321

(2）その他  93,398 69,260  △24,138

無形固定資産合計  93,398 0.3 187,581 0.6 94,183

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※1,3 3,442,632 3,968,430  525,797

(2）繰延税金資産  1,311,363 1,238,343  △73,020

(3）その他  448,006 407,911  △40,095

(4）貸倒引当金  △2,248 △4,257  △2,008

投資その他の資産合計  5,199,754 17.6 5,610,427 17.6 410,673

固定資産合計  14,610,759 49.4 15,812,481 49.7 1,201,721

資産合計  29,545,523 100.0 31,826,100 100.0 2,280,576
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前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減額 
（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※2 6,890,311 7,678,996  788,684

２．短期借入金  587,685 1,161,577  573,891

３．１年以内償還社債  140,000 140,000  －

４．１年以内返済予定長期
借入金 

 861,552 688,627  △172,925

５．未払法人税等  155,355 360,947  205,592

６．賞与引当金  78,817 93,988  15,170

７．役員賞与引当金  － 18,000  18,000

８．その他 ※2 1,197,043 1,163,505  △33,537

流動負債合計  9,910,767 33.5 11,305,642 35.5 1,394,874

Ⅱ 固定負債    

１．社債  280,000 140,000  △140,000

２．長期借入金  1,709,810 1,735,171  25,360

３．再評価に係る繰延税金
負債 

※4 1,094,202 1,094,202  －

４．退職給付引当金  5,415,557 5,271,776  △143,780

５．役員退職慰労引当金  212,020 241,140  29,120

６．連結調整勘定  6,414 4,989  △1,425

７．その他  34,541 56,595  22,054

固定負債合計  8,752,546 29.6 8,543,875 26.9 △208,670

負債合計  18,663,313 63.1 19,849,517 62.4 1,186,203

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  552,009 1.9 － － －

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※5 1,729,000 5.9 － － －

Ⅱ 資本剰余金  1,655,608 5.6 － － －

Ⅲ 利益剰余金  4,291,377 14.5 － － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※4 1,600,878 5.4 － － －

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

 1,001,322 3.4 － － －

Ⅵ 為替換算調整勘定  55,265 0.2 － － －

Ⅶ 自己株式 ※6 △3,251 △0.0 － － －

資本合計  10,330,200 35.0 － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 29,545,523 100.0 － － －
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前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減額 
（千円） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金 ※5 － 1,729,000  －

２．資本剰余金  － 1,655,608  －

３．利益剰余金  － 5,120,487  －

４．自己株式 ※6 － △4,760  －

株主資本合計  － － 8,500,335 26.7 －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 － 1,188,274  －

２．土地再評価差額金 ※4 － 1,600,878  －

３．為替換算調整勘定  － 245,951  －

評価・換算差額等合計  － － 3,035,104 9.5 －

Ⅲ 少数株主持分  － － 441,142 1.4 －

純資産合計  － － 11,976,582 37.6 －

負債・純資産合計  － － 31,826,100 100.0 －
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 (2)連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減額 
（千円） 

Ⅰ 売上高   39,468,079 100.0 40,997,641 100.0 1,529,561

Ⅱ 売上原価 ※4  34,013,984 86.2 35,360,339 86.2 1,346,354

売上総利益   5,454,095 13.8 5,637,302 13.8 183,207

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１．運賃及び荷造費  1,221,468 1,273,212   

２．貸倒引当金繰入額  9,811 －   

３．役員報酬  203,403 206,853   

４．給料・手当  1,126,154 1,173,023   

５．賞与引当金繰入額  16,438 19,231   

６．役員賞与引当金繰
入額 

 － 18,000   

７．退職給付費用  24,665 20,514   

８．法定福利費  148,484 160,857   

９．旅費交通費  160,418 154,676   

10．租税公課  116,235 143,018   

11．賃借料  124,860 144,391   

12．減価償却費  70,525 73,580   

13．その他 ※4 894,949 4,117,415 10.4 992,403 4,379,763 10.7 262,348

営業利益   1,336,679 3.4 1,257,538 3.1 △79,141

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  11,954 22,408   

２．受取配当金  28,196 38,855   

３．為替差益  272,416 37,763   

４．連結調整勘定償却額  2,264 1,425   

５．持分法による投資利
益 

 142,451 152,232   

６．その他  78,788 536,072 1.4 102,651 355,337 0.8 △180,734

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  91,997 78,298   

２．その他  57,400 149,398 0.4 48,150 126,449 0.3 △22,949

経常利益   1,723,353 4.4 1,486,427 3.6 △236,926
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前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減額 
（千円） 

Ⅵ 特別利益     

１．固定資産売却益 ※1 2,667 14,969   

２．貸倒引当金戻入額  － 34,348   

３．投資有価証券売却益  181,196 183,863 0.5 89 49,408 0.1 △134,455

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却損  ※2 3,313 2,188   

２．固定資産除却損 ※3 32,314 68,492   

３．ゴルフ会員権評価損  － 1,500   

４．投資有価証券売却損  8 －   

５．貸倒引当金繰入額  30,000 65,636 0.2 － 72,181 0.2 6,544

税金等調整前当期純
利益 

  1,841,581 4.7 1,463,655 3.5 △377,926

法人税、住民税及び
事業税 

 186,181 455,169   

過年度法人税等  73,746 －   

法人税等調整額  △95,823 164,104 0.4 △104,259 350,910 0.8 186,806

少数株主利益   130,360 0.4 168,019 0.4 37,658

当期純利益   1,547,116 3.9 944,725 2.3 △602,390
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(3)連結剰余金計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,030,368

Ⅱ 資本剰余金増加額  

  増資による新株の発行  625,240 625,240

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,655,608

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,830,444

Ⅱ 利益剰余金増加高  

当期純利益  1,547,116 1,547,116

Ⅲ 利益剰余金減少高  

配当金  71,957

役員賞与  14,225 86,183

Ⅳ 利益剰余金期末残高  4,291,377
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(4）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）     （単位：千円） 

株主資本  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

平成17年12月31日 残高 1,729,000 1,655,608 4,291,377 △3,251 7,672,734 

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △98,925 △98,925 

利益処分による役員賞与 △16,689 △16,689 

当期純利益 944,725 944,725 

自己株式の取得 △1,508 △1,508 

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計 － － 829,109 △1,508 827,601 

平成18年12月31日 残高 1,729,000 1,655,608 5,120,487 △4,760 8,500,335 

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年12月31日 残高 1,001,322 1,600,878 55,265 2,657,465 552,009 10,882,209

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当  △98,925

利益処分による役員賞与  △16,689

当期純利益  944,725

自己株式の取得  △1,508

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） 
186,952 190,685 377,638 △110,866 266,771

連結会計年度中の変動額合計 186,952 － 190,685 377,638 △110,866 1,094,372

平成18年12月31日 残高 1,188,274 1,600,878 245,951 3,035,104 441,142 11,976,582
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(5)連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減額 

（千円） 

Ⅰ 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  1,841,581 1,463,655 △377,926 

減価償却費  1,032,616 1,040,929 8,313 

賞与引当金の増減額(減少額△)  8,524 15,170 6,645 

退職給付引当金の増減額(減少額△)  △271,850 △144,412 127,437 

役員退職慰労引当金の増減額(減少額△)  2,834 29,120 26,286 

受取利息及び受取配当金  △40,151 △61,264 △21,113 

支払利息  91,997 78,298 △13,699 

固定資産売却益  △2,667 △14,969 △12,302 

固定資産除売却損  35,628 70,681 35,052 

投資有価証券売却損益  △181,188 △89 181,098 

連結調整勘定償却額  △2,264 △1,425 839 

持分法による投資利益  △142,451 △152,232 △9,781 

売上債権の増減額(増加額△)  430,591 △488,362 △918,954 

たな卸資産の増減額(増加額△)  137,748 △389,032 △526,780 

仕入債務の増減額(減少額△)  △131,833 763,576 895,409 

役員賞与の支払額  △14,225 △17,350 △3,124 

その他  △276,044 △149,122 126,922 

小計  2,518,845 2,043,168 △475,677 

利息及び配当金の受取額  78,513 119,180 40,666 

利息の支払額  △94,174 △80,485 13,689 

法人税等の還付額  23,384 18,594 △4,790 

法人税等の支払額  △270,886 △360,319 △89,432 

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,255,683 1,740,137 △515,545 

   

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の純増減額(増加額△)  △211,444 230,793 442,237 

有形固定資産の取得による支出  △1,230,948 △1,806,527 △575,579 

有形固定資産の売却による収入  19,262 27,607 8,345 

投資有価証券の取得による支出  △34,454 △20,144 14,309 

投資有価証券の売却による収入  247,453 90 △247,363 

長期貸付けによる支出  △21,370 △7,700 13,670 

長期貸付金の回収による収入  22,079 22,240 160 

子会社株式の取得による支出  △4,114 － 4,114 

子会社持分の取得による支出  － △366,505 △366,505 

その他  19,475 11,432 △8,042 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,194,060 △1,908,713 △714,653 

    

Ⅲ 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(減少額△)  △1,252,074 567,568 1,819,643 

長期借入れによる収入  1,195,000 793,000 △402,000 

長期借入金の返済による支出  △1,042,018 △940,270 101,748 

社債の償還による支出  △140,000 △140,000 － 

配当金の支払額  △71,957 △98,925 △26,968 

少数株主への配当金の支払額  △46,736 △57,524 △10,788 

株式の発行による収入  1,252,240 － △1,252,240 

少数株主からの払込みによる収入  14,283 9,020 △5,262 

その他  △15,568 △1,508 14,060 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △106,832 131,360 238,193 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  102,981 41,131 △61,849 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少額△)  1,057,772 3,916 △1,053,855 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,223,330 3,281,102 1,057,772 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,281,102 3,285,019 3,916 
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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17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数              12社 (1) 連結子会社の数              12社 

 すべての子会社を連結の範囲に含めておりま

す。 

連結子会社名は、Ｐ２の「１．企業集団の状

況」に記載しているため省略しております。 

なお、平成17年８月に子会社(86.1%)日輪橡

塑工業（上海）有限公司を設立し、連結の範囲

に含めております。 

すべての子会社を連結の範囲に含めておりま

す。 

連結子会社名は、Ｐ２の「１．企業集団の状

況」に記載しているため省略しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社数 

５社 

(1) 持分法適用の関連会社数 

５社 

 主要な会社名は、Ｐ２の「１．企業集団の状

況」に記載しているため省略しております。 

同左 

 (2) 持分法適用の非連結子会社数 

該当事項はありません。 

(2) 持分法適用の非連結子会社数 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

 連結子会社のうち、ニチリン カプラ テック

ユー・エス・エー インクとニチリン ユー・ケ

ー・リミテッドの決算日は11月30日であります。

連結財務諸表作成にあたっては、同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要な調整を行っておりま

す。 

 その他の連結子会社10社は12月31日が連結決算

日で一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 （イ）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 

① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

 期末決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。 

期末決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）を採用しており

ます。 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

 当社および国内連結子会社は主として総平均

法による原価法を、また、在外連結子会社は先

入先出法による低価法を採用しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 （ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 （ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

当社および国内連結子会社は定率法（平

成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については定額法）を、

また、在外連結子会社は主として定額法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物     22年～31年 

機械装置      10年 

① 有形固定資産 

当社および国内連結子会社は定率法（平

成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については定額法）を、

また、在外連結子会社は主として定額法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物     22年～38年 

機械装置      10年 

 ② 無形固定資産 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。 

同左 

 （ハ）繰延資産の処理方法 （ハ）繰延資産の処理方法 

 新株発行費 ────── 

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

 

 （ニ）重要な引当金の計上基準 （ニ）重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

当社および国内連結子会社は、債権の貸

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検討

し、回収不能見込額を繰入計上しておりま

す。在外連結子会社は貸倒見積額を計上し

ております。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

 当社および国内連結子会社は、従業員に

対して支給する賞与に充てるため、当連結

会計年度に負担すべき支給見込額を計上し

ております。 

同左 

 ③ 役員賞与引当金 ③ 役員賞与引当金 

 ────── 当社および国内連結子会社は、役員に対

して支給する賞与に充てるため、当連結会

計年度に負担すべき支給見込額を計上して

おります。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 

 当社および国内連結子会社は、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および年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

なお、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（５年）による定額法により処理

しております。数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理すること

としております。 

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および年金

資産の見込額に基づき計上しております。

なお、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（５年）による定額法により処理

しております。数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理すること

としております。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社および国内連結子会社は、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。 

同左 

 （ホ）重要なリース取引の処理方法 （ホ）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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。 

同左 

 （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

為替予約取引についてすべて振当処理の

要件を満たしているため、振当処理を行っ

ております。 

また、金利スワップについては特例処理

の要件を満たしているため、特例処理によ

っております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 通常業務から発生する債権を対象とし、

為替相場の変動リスクをヘッジする目的で

為替予約を利用しております。 

また、借入金を対象とし、金利変動リス

クをヘッジする目的で金利スワップを利用

しております。 

同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 当該取引の実行および管理は、経営会議

において承認された為替予約規定およびデ

リバティブ取引取扱規定に基づき経理部財

務課が行っております。 

当該取引の実行および管理は、経営会議

において承認された経理マニュアルの為替

予約およびデリバティブ取引に基づき経理

部が行っております。 

 （ト）その他連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

（ト）その他連結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 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12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、

全面時価評価法を採用しております。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関する

事項 

 連結調整勘定の償却については、５年間の均等

償却を行っております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱いに関

する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につ

いて、連結会計年度中に確定した利益処分に基づ

いて作成しております。 

同左 

８．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、随時引き出し可能な現金および容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 

 

 

会計処理の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

────── （役員賞与に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益が、それぞれ18,000千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。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は11,535,439千円であり

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17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１ 関連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 1,049,517千円
  

  
投資有価証券 1,240,435千円

  
※２ 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、当連結会計年度末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理してお

ります。 

 当連結会計年度末日満期手形は次のとおりであり

ます。 

※２ 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、当連結会計年度末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理してお

ります。 

 当連結会計年度末日満期手形は次のとおりであり

ます。 
 

受取手形 27,803 千円

支払手形 629,002  

設備関係支払手形 339  

（流動負債 その他）  
  

 
受取手形 27,712 千円 

支払手形 69,989  

設備関係支払手形 1,186  

（流動負債 その他）  
   

※３ 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。 

※３ 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 担保資産 
 

建物及び構築物 1,233,615千円 (  974,300 千円)

機械装置及び運
搬具 

1,003,638 (1,003,638 )

土地 2,838,292 (1,977,329 )

投資有価証券 370,150 (       － )

合計 5,445,695 (3,955,268 )
 

 
建物及び構築物 1,147,025千円 (  904,866 千円)

機械装置及び運
搬具 

884,227 (  884,227 )

土地 2,838,292 (1,977,329 )

投資有価証券 517,000 (       － )

合計 5,386,544 (3,766,423 )
   

担保付債務 担保付債務 
 
短期借入金 21,000千円 (    － 千円)

長期借入金 1,997,234 (1,718,500  )

（１年以内返済予定含む）   

合計 2,018,234 (1,718,500  )
 

 
短期借入金 21,000千円 (    － 千円)

長期借入金 1,912,675 (1,719,100  )

（１年以内返済予定含む）   

合計 1,933,675 (1,719,100  )
   

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当ならびに当

該債務を示しております。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当ならびに当

該債務を示しております。 
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前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

※４ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布

法律第24号）に基づき、当社の事業用土地の再評価

を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として資

本の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税

法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出す

るために国税庁長官が定めて公表した方法により算

出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調

整を行って算出する方法を採用しております。 

※４ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布

法律第24号）に基づき、当社の事業用土地の再評価

を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税

法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出す

るために国税庁長官が定めて公表した方法により算

出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調

整を行って算出する方法を採用しております。 
  

再評価を行った年月日 平成12年12月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

734,934千円

 

 
再評価を行った年月日 平成12年12月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

1,131,784千円

 

※５ 当社の発行済株式は、普通株式9,000,000株であ

ります。 

※５       ────── 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,366

株であります。 

※６       ────── 

 
 
（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１ 固定資産売却益は、次のとおりであります。 ※１ 固定資産売却益は、次のとおりであります。 
  

機械装置及び運搬具 2,667千円

  

  
  

  
建物及び構築物 14,402千円

機械装置及び運搬具 487 

その他 79 

計 14,969 
  

※２ 固定資産売却損は、次のとおりであります。 ※２ 固定資産売却損は、次のとおりであります。 
  

建物及び構築物 209千円

機械装置及び運搬具 3,089 

その他 14 

計 3,313 
  

  
機械装置及び運搬具 2,188千円

  

※３ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 
  

建物及び構築物 1,695千円

機械装置及び運搬具 24,217 

その他 6,401 

計 32,314 
  

  
無形固定資産（その他） 15,500千円

建物及び構築物 11,467 

機械装置及び運搬具 28,970 

その他 12,554 

計 68,492 
  

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は850,024千円であります。 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は994,411千円であります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12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 

 
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 9,000,000 － － 9,000,000 

合計 9,000,000 － － 9,000,000 

自己株式     

  普通株式（注） 6,366 1,336 － 7,702 

合計 6,366 1,336 － 7,702 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,336株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
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18年３月30日 

定時株主総会 
普通株式 53,961 6 平成17年12月31日 平成18年３月31日

平成18年８月22日 

取締役会 
普通株式 44,963 5 平成18年６月30日 平成18年９月11日

 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総

額（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成19年３月29日 

定時株主総会 
普通株式 53,953 利益剰余金 6 平成18年12月31日 平成19年３月30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17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 
  

（平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 3,308,894千円

有価証券勘定 266,979 

計 3,575,873 

預入期間が３か月を超える定期預金 △294,771 

現金及び現金同等物 3,281,102 
  

  
（平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 3,074,756千円

有価証券勘定 267,257 

計 3,342,013 

預入期間が３か月を超える定期預金 △56,994 

現金及び現金同等物 3,285,019 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

(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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 
  

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置及
び運搬具 

72,681 44,846 27,835

その他 56,930 35,889 21,041

合計 129,612 80,735 48,876

  

  

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置及
び運搬具 

51,886 24,447 27,439

その他 34,714 25,841 8,873

合計 86,599 50,288 36,311

  
（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 17,542千円

１年超 31,334 

合計 48,876 
   

  
１年内 13,688千円

１年超 22,623 

合計 36,311 
 

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算出してい

ます。 

同左 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3)  支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 21,028千円

減価償却費相当額 21,028 
   

  
支払リース料 16,908千円

減価償却費相当額 16,908 
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 
  

１年内 58,212千円

１年超 136,495 

合計 194,707 
    

  
１年内 71,855千円

１年超 126,464 

合計 198,319 
 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

   

(1)株式 554,286 2,234,153 1,679,866 

(2)債券 － － － 

(3)その他 25,437 31,298 5,860 

小  計 579,724 2,265,452 1,685,727 

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 － － － 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

小  計 － － － 

合  計 579,724 2,265,452 1,685,727 

 

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

247,453 181,196 8 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 127,663 

ＭＭＦ及び中期国債ファンド 266,979 
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当連結会計年度（平成18年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

   

(1)株式 574,431 2,569,619 1,995,188 

(2)債券 － － － 

(3)その他 25,437 30,711 5,273 

小  計 599,869 2,600,331 2,000,462 

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 － － － 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

小  計 － － － 

合  計 599,869 2,600,331 2,000,462 

 

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

90 89 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 127,663 

ＭＭＦ及び中期国債ファンド 267,257 

 

  

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 ヘッジ会計を適用しているため、該当事項

はありません。 

同左 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社、国内連結子会社および一部の在外連結子会社は、従業員の退職給付制度について退職一時金制

度を採用しております。また、当社は平成４年１月に適格退職年金制度を設立し、第109期（平成４年１

月）より退職給与の一部（５％）を移行しました。移行部分は、第116期（平成11年）の７月より６％、

さらに第120期（平成15年）の９月より９％に増加いたしました。なお、当社は昭和45年４月に兵庫ゴム

工業厚生年金基金に加入しております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

  
前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

(1) 退職給付債務（千円） △5,072,413 △5,041,995  

(2) 年金資産残高（千円） 95,878 109,525  

(3) 未積立退職給付債務（千円） △4,976,534 △4,932,470  

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） 1,719 △100,513  

(5) 未認識過去勤務債務（千円） △440,741 △238,792  

(6) 退職給付引当金（千円） △5,415,557 △5,271,776  

   

 （注）1．当社は兵庫ゴム工業厚生年金基金に加入していますが、当該厚生年金基金制度は、当該年金への要

拠出額を退職給付費用とする退職給付会計実務指針33項の例外処理に該当いたします。同基金の年

金資産残高のうち当社の掛金拠出割合（加入人員）に基づく年金資産残高は、前連結会計年度末は

4,079,564千円、当連結会計年度末は4,241,258千円であります。 

2．国内子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用の内訳 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(1) 勤務費用（千円） 394,160 410,449  

(2) 利息費用（千円） 94,970 92,641  

(3) 期待運用収益（千円） △1,256 △1,438  

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 5,232 △3,805  

(5) 過去勤務債務の費用処理額（千円） △205,249 △205,249  

(6) 退職給付費用合計（千円） 287,857 292,598  

   

 （注） 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(1) 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 

(2) 割引率（％） 2.0 2.0 

(3) 期待運用収益率（％） 1.5 1.5 

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年） ５ ５ 

(5) 過去勤務債務の処理年数（年） ５ ５ 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12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 

(繰延税金資産)  

退職給付引当金 2,081,294千円

役員退職慰労引当金 86,766 

未実現利益 50,789 

未払事業税 23,195 

たな卸資産評価減 8,286 

繰越欠損金 784,973 

減価償却費 42,616 

賞与引当金 35,355 

投資有価証券 11,038 

その他 299,041 

    繰延税金資産小計 3,423,357 

評価性引当金 △876,394 

    繰延税金資産合計 2,546,962 

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △684,405 

海外子会社の留保利益 △172,536 

その他 △154,424 

    繰延税金負債合計 △1,011,365 

    繰延税金資産の純額 1,535,597 

 

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。 

 前連結会計年度 
（平成17年12月31日）

流動資産－繰延税金資産 224,233千円

固定資産－繰延税金資産 1,311,363 

  
 

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)  

退職給付引当金 2,133,377千円

役員退職慰労引当金 98,688 

未実現利益 78,656 

未払事業税 32,649 

たな卸資産評価減 12,543 

繰越欠損金 735,140 

減価償却費 31,630 

賞与引当金 37,567 

投資有価証券 11,038 

その他 190,238 

    繰延税金資産小計 3,361,530 

評価性引当金 △707,219 

    繰延税金資産合計 2,654,311 

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △812,187 

海外子会社の留保利益 △179,290 

その他 △149,590 

    繰延税金負債合計 △1,141,068 

    繰延税金資産の純額 1,513,242 

 

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。 

 当連結会計年度 
（平成18年12月31日）

流動資産－繰延税金資産 274,899千円

固定資産－繰延税金資産 1,238,343 

  
 

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 40.6％

(調整)  

子会社繰越欠損金等の税効果未認識額 △22.5 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.7 

税額控除等 △1.3 

未実現利益 1.5 

持分法損益 △3.9 

子会社との税率差異 △4.0 

その他 △2.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.9 

 

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要な項目別の

内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

子会社繰越欠損金等の税効果未認識額 △2.1 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

1.7 

税額控除等 △4.1 

未実現利益 △2.7 

持分法損益 △3.6 

子会社との税率差異 △6.1 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.0 
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（セグメント情報） 

a.事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）   

当社グループは、操舵用・制動用・空調用など自動車用各種ホース類の製造および販売を主

とするメーカーであり、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の

金額の合計額に占める当該セグメントの割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）   

当社グループは、操舵用・制動用・空調用など自動車用各種ホース類の製造および販売を主

とするメーカーであり、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の

金額の合計額に占める当該セグメントの割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。 

 
  b.所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）        

 
日  本 

(千円) 

北  米 

(千円) 

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社(千円) 

連  結 

(千円) 

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 
22,525,054 12,662,348 4,280,676 39,468,079 － 39,468,079

(2)セグメント間の内

部売上高 
5,464,841 16,014 524,168 6,005,024 △ 6,005,024 －

計 27,989,896 12,678,363 4,804,844 45,473,104 △ 6,005,024 39,468,079

営 業 費 用 27,381,973 12,398,320 4,335,856 44,116,150 △ 5,984,749 38,131,400

営 業 利 益 607,923 280,043 468,988 1,356,954 △ 20,274 1,336,679

Ⅱ 資     産 19,391,302 5,991,230 3,090,109 28,472,642 1,072,880 29,545,523

（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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)北米は米国、カナダおよびメキシコであります。 

(2)その他は欧州、アジアであります。 

3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

4.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4,579,951千円であり、その

主なものは当社での余資運用資金（現預金および有価証券）、長期投資資金（投資有価

証券）および管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）       

 
日  本 

(千円) 

北  米 

(千円) 

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社(千円) 

連  結 

(千円) 

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 
23,370,122 12,339,479 5,288,039 40,997,641 － 40,997,641

(2)セグメント間の内

部売上高 
6,081,736 20,211 683,269 6,785,217 △ 6,785,217 －

計 29,451,859 12,359,690 5,971,309 47,782,858 △ 6,785,217 40,997,641

営 業 費 用 28,730,533 12,440,604 5,364,209 46,535,348 △ 6,795,244 39,740,103

営業利益又は営業損失

（△） 
721,325 △ 80,914 607,099 1,247,510 10,027 1,257,538

Ⅱ 資     産 20,029,633 6,153,483 3,864,403 30,047,519 1,778,580 31,826,100

（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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)北米は米国、カナダおよびメキシコであります。 

(2)その他は欧州、アジアであります。 

3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

4.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4,937,285千円であり、その

主なものは当社での余資運用資金（現預金および有価証券）、長期投資資金（投資有価

証券）および管理部門に係る資産等であります。 

5．「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から役員賞与に関する会計基準を

適用しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、日本の営業費用が18,000千円増加し、営

業利益が同額減少しております。 

 

  c.海外売上高  

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 北    米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 12,680,739 4,255,051 2,774,195 19,709,986 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 39,468,079 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
32.1 10.8 7.0 49.9 

  （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)北米は米国、カナダであります。 

(2)アジアは主に中国、タイ、インドネシア、韓国であります。 

(3)その他は主に欧州であります。 

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。 

ただし、連結会社間の内部売上高を除いております。 
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当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 北    米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 12,308,109 4,761,337 3,121,233 20,190,681 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 40,997,641 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
30.0 11.6 7.6 49.2 

  （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)北米は米国、カナダおよびメキシコであります。 

(2)アジアは主に中国、タイ、インドネシア、韓国であります。 

(3)その他は主に欧州であります。 

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。 

ただし、連結会社間の内部売上高を除いております。 


