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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 50,148 △13.6 37 △98.9 △129 ― △1,744 ―

20年3月期 58,033 9.0 3,268 29.8 4,107 25.0 2,397 33.2

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 ％ ％ ％

21年3月期 △89.41 ― △5.0 △0.2 0.1
20年3月期 122.99 ― 6.4 6.6 5.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  88百万円 20年3月期  869百万円

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

21年3月期 56,866 32,734 57.2 1,663.29
20年3月期 63,650 37,987 59.2 1,933.15

（参考） 自己資本   21年3月期  32,511百万円 20年3月期  37,682百万円

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

21年3月期 5,557 △6,093 3,353 9,856
20年3月期 6,173 △8,022 342 6,892

2.  配当の状況 

（注）22年3月期第2四半期末および期末の配当は未定です。詳細は４ページ「利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00 350 14.6 0.9
21年3月期 ― 9.00 ― 6.00 15.00 292 △16.8 0.8

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

18,300 △37.0 △500 ― △730 ― △760 ― △38.88

通期 40,000 △20.2 0 ― △50 ― △150 ― △7.67

－1－



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、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37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） 21年3月期 19,995,387株 20年3月期 19,995,387株

② 期末自己株式数 21年3月期  449,067株 20年3月期  502,577株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 42,752 △15.1 △783 ― △586 ― △1,646 ―

20年3月期 50,360 8.9 1,518 3.1 1,748 △10.1 1,334 95.3

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

21年3月期 △84.38 ―

20年3月期 68.43 ―

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

21年3月期 49,451 26,637 53.8 1,360.59
20年3月期 53,159 29,078 54.7 1,491.78

（参考） 自己資本 21年3月期  26,594百万円 20年3月期  29,078百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確
実性が含まれています。この影響のため実際の業績が記載の見通しとは異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件等につきましては、３
ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析（次期の見通し）をご覧ください。 

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

15,700 △36.0 △800 ― △625 ― △640 ― △32.74

通期 34,500 △19.3 △800 ― △500 ― △520 ― △26.60

－2－



（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融市場の混乱や株価下落に加え、原油

価格乱高下や急激な為替変動により今までになく厳しい景気後退局面となっております。一方、世界

経済全体で見ますと、高い成長率を維持してきた中国でも輸出が前年比で減少してきていることに加

え、米国住宅市場の大幅な調整が継続し、さらに自動車販売の大幅な減少傾向が米国・欧州から世界

各国に拡大するなど世界同時不況の様相が強まっております。 

このような状況下におきまして、当企業集団は主力の自動車用部品を中心に高付加価値製品の拡販

等の活動を進めてまいりました。しかしながら、経済環境の大きな変化によって世界的規模で進行す

る自動車購入需要減少の影響を補うことはできず、当期の売上高は501億48百万円（前期比13.6％

減）となりました。 

利益につきましては、コスト削減等総原価低減活動を推し進めたものの、営業利益は37百万円（前

期比98.9％減）、経常損失は１億29百万円、当期純損失は17億44百万円となりました。 

  

   事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。 

  

(自動車用部品) 

世界的な自動車生産台数の減少が大きく影響し、特に国内自動車メーカーは国内・海外生産共に前

年割れが多くなっております。国内自動車メーカー８社の国内生産台数は７年ぶりに前年度を下回

り、非常に大きな影響を受けた結果、当期売上高は459億44百万円（前期比12.7％減）、営業損失は

50百万円となりました。 

  

 （一般産業資材） 

住宅関連製品は好調に推移しましたが、建機用ゴム製品の大きな需要落ち込みが影響した結果、当

期売上高は42億４百万円（前期比22.5％減）、営業利益は87百万円（前期比53.6％減）となりまし

た。 

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、国際通貨基金（ＩＭＦ）が2009年世界経済の実質成長率マイナス

1.3％の見通しを発表するなど、今後のわが国経済は世界的な不況の更なる拡がりが懸念される中、

企業収益や個人消費の後退感が強まり、当企業集団を取り巻く経営環境は厳しい状況が続くものと思

われます。 

このような状況のなか、当企業集団は現在の経済環境を認識し、市況回復を前提にすることなく得

意先からのプライスダウン要請を抑制し 大限の売上を確保し、さらに総原価低減活動を強力に推進

することにより収益確保を図ってまいります。 

平成22年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高は400億円（前年同期比20.2％減）、営

業利益は０百万円、経常損失は50百万円、当期純損失は１億50百万円を計画しております。 

  

  

（資産、負債、純資産の状況に関する分析） 

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ67億83百万円減少し568億66百万円と

なりました。主な増加は現金及び預金などであり、主な減少は有形固定資産および投資有価証券など

であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ15億30百万円減少し241億32百万円となりました。主な増加は長

期借入金などであり、主な減少は支払手形及び買掛金および短期借入金などであります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析
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純資産は、前連結会計年度末に比べ52億53百万円減少し327億34百万円となりました。主な減少は

当期純損失の計上に伴う利益剰余金および為替換算調整勘定であります。 

（キャッシュ・フローに関する分析） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の増加や売上債権の減少がありましたが、税金

等調整前当期純損失の計上や仕入債務の減少などにより、前年同期に比べ６億16百万円減少し、55億

57百万円の資金の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などがありましたが、前年同期に比べ

支出が19億28百万円減少し、60億93百万円の資金の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加などがあり、前年同期に比べ収入が30億

11百万円増加し、33億53百万円の資金の増加となりました。 

これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ

29億63百万円増加し、98億56百万円となりました。 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
* 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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  

１．各指標は、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。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ ュ・フローを使用し

ております。 

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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

  

当企業集団の利益配分に関する基本方針は、経営環境や収益状況さらに財務体質の強化にも十分配慮

しながら、安定配当を維持していくことを基本としております。 

当期の配当金につきましては、1株当たり15円（中間配当９円を含む）とさせていただきます。次期

の配当金につきましては、当企業集団を取り巻く厳しい経営環境が続くものと思われることから、現時

点では未定とさせていただき、当年11月および来年５月に決定次第、速やかに開示いたします。  

第56期 第57期 第58期 第59期 第60期
平成17年３月期 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

自己資本比率 (％) 60.1 61.5 60.7 59.2 57.2

時価ベースの自己資本比率(％) 34.1 49.7 50.4 30.6 17.2

キャッシュフロー対有利子負債
比率

1.7 2.0 1.6 1.5 2.3

インタレスト・カバレッジ・レ
シオ (倍)

29.4 27.4 45.8 41.4 31.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当企業集団の経営成績、株価および財務状況等に影響をおよ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、本項に記載した事項は、当連結会計年度末現在において当企業集団が判断したものであるた

め、将来に関する事項には不確実性を内在しており、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性があ

ります。 

  

当企業集団の主要得意先は国内外の自動車メーカーであり、国内外の自動車の生産および販売の影響

を受けます。 

また、各顧客からは継続的なプライスダウンの要請を受けるため計画的な原価低減努力をするものの

業績に影響を受けます。 

  

当企業集団の取引には外国通貨も使用しており、なるべく為替変動の影響を受けないよう使用する各

通貨のバランスをとっておりますが、市場状況の変化によって大幅な通貨変動の影響を受ける場合があ

ります。 

  

当企業集団の主要顧客である自動車メーカーはグローバル化に伴い世界同一品質および同一価格確保

のため、あるいはグローバル展開車種増加のため、世界規模での一括発注を進めています。当企業集団

の生産および販売も、国内、北米、欧州、アジア等グローバルに展開しておりますが、その殆ど全ての

地区で競合他社と受注競争をしております。その結果、熾烈な価格競争により利益を圧迫することも考

えられます。 

  

当企業集団は、米国、中国、タイ、インド等に海外進出を行っており、当該地域における経済環境、

市場動向等を検討し、計画的に事業展開していく予定ですが、進出国の政治的、経済的事情による影響

を受け、事業の一時的縮小または中断などによる利益減少を招く恐れがあります。 

  

当企業集団は、個人情報や取引先情報等の保護について、社内規定の制定、社員への教育を実施して

おりますが、情報漏洩による社会的信用の失墜や訴訟等により、業績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

当企業集団は、原材料および部品を複数のグループ外供給元から調達しておりますが、市場の変化に

よる原材料価格の高騰や、資材の需給バランスによる影響で品不足が発生する場合、製品原価のアップ

要因となり業績に悪影響をおよぼす可能性があります。 

  

当企業集団の製品は主として自動車の各シール部分に装着される場合が多く、自動車のボディーやド

ア、ガラスの建付け等相手部品との出来栄えや組合せで機能するもので、部品相互の関係で不具合が発

生する場合があります。 

  

米国の持分法適用会社のニシカワ・スタンダード・カンパニーについて、提携先のＣＳＡ(クーパ

ー・スタンダード・オートモーティブInc.)との業務連携の状況により、当企業集団の業績が影響を受

ける場合があります。 

  

当企業集団の国内主要顧客は、関東、東海、近畿、九州とそれぞれ遠隔地にあり、緊急時に備え必要

な安全在庫を確保しているものの、予測不能な天災等による物流トラブル等の影響を受ける場合があり

ます。 

また、海外顧客についても、関係機関のストライキ、不測の天災等による物流トラブル等の影響を受

ける場合があります。 

  

(4) 事業等のリスク

（経済状況）

（為替レートの変動）

（価格競争）

（海外進出に潜在するリスク）

 （情報漏洩によるリスク）

（原材料、部品の供給）

（製品の市場での不具合）

（他社との提携等の成否）

（災害や関係機関のトラブル等による影響）
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当企業集団は、西川ゴム工業株式会社（当社）、連結子会社１３社および関連会社６社（うち持分法適

用会社４社）より構成され、自動車用部品、一般産業資材の製造販売を主な事業としているほか、これら

に付随する事業を営んでおります。 

事業の内容と当社、子会社および関連会社の当該事業における位置付け、事業の種類別セグメントとの

関連は、次のとおりであります。 

  

 
  

(注) １．「その他」に区分された事業については、事業の種類別セグメント情報において、その内容に応じて自動車

用部品事業、一般産業資材事業に振り分けております。 

２．＊ は持分法適用会社であります。 

  

  

  

  

2. 企業集団の状況

事業区分 主要な製品 主要な会社

当社

西川物産㈱

西和工業㈱

国 内
㈱西川ビッグオーシャン

㈱西川ゴム山口

㈱西川ビッグウェル

西川デザインテクノ㈱

自動車用部品 ゴム・樹脂シール製
品

ダイキョーニシカワ㈱ ＊

事        業 内外装製品 ニシカワ・オブ・アメリカ Inc.

ニシカワ・スタンダード・カンパニー（パートナ
ーシップ） ＊
ニシカワ・タチャプララート・ラバー・カンパニ
ー Ltd.

海 外

クーパー・スタンダード・オートモーティブ・メ
キシコ S.A. ＊

上海西川密封件有限公司

広州西川密封件有限公司

西川橡胶（上海）有限公司

アナンド・ニシカワ・カンパニー Ltd. ＊

住宅用外壁目地材 当社

一般産業資材 化粧用パフ
国 内

西川物産㈱

事        業 マンホール用ジョイン
トシール材 西和工業㈱

医療用ゴム製品等 ㈱西川リビング

そ  の  他 輸送部門 国 内 ㈱西和物流

－6－
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当企業集団の状況を示すと、次のとおりとなります。

連 結 子 会 社

(アメリカ)

　西川物産㈱

　西和工業㈱ 原材料･半製品･金型の供給

関 連 会 社

　㈱西川ビッグ (アメリカ)

オーシャン

製品・金型の供給

　㈱西川ゴム山口

(メキシコ)

　㈱西川リビング

　㈱西川ビッグ

ウェル
【アジア】

　西川デザイン 　　　　設計業務

テクノ㈱

(タイ)

関 連 会 社

＊ダイキョー

ニシカワ㈱ (中国)

関 連 会 社

(インド)

輸送部門

連 結 子 会 社

　㈱西和物流

　

【北アメリカ】

【国　　内】 【海　　外】

国　内　得　意　先 海　外　得　意　先

(当　社)

製品･金型の供給 　ニシカワ・オブ・
　　　　　　アメリカ Inc.

技術支援及び

原材料･設備の供給

原材料･設備の供給 ＊ニシカワ・スタンダード・
カンパニー(パートナーシップ)

技術支援及び

技術支援及び

品

車

産

　上海西川密封件有限公司

　広州西川密封件有限公司
技術支援

一

業
資 ＊アナンド・ニシカワ・

材 カンパニーLtd.
技術支援及び製品の供給

般

技術支援及び原材料・

部

自

用

動

ラバー・カンパニーLtd.

　　　半製品の供給　    製品の供給

　西川橡胶(上海)有限公司

技術支援及び原材料・
設備・金型の供給

設備・金型の供給

＊ 持分法適用会社

連 結 子 会 社

連 結 子 会 社

製品・半製品の供給

設備の供給

＊クーパー・スタンダード・
　オートモーティブ・メキシコS.A.

技術支援

　ニシカワ・タチャプララート・

－7－
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当企業集団は、「社是」そのものが企業理念であると認識しております。 

  

「社是」  正道・和・独創・安全 

  

当企業集団は、企業体力をつけると共に、効率とスピードを重視しての体質革新を推進してまいりま

す。その体力指標として、売上高やシェアを、経営効率の指標としてＲＯＡ・研究開発効率等を経営指

標として重視しております。  

  

当企業集団は、永続的な企業の発展を図るため、以下の「ＮＲＣグループ長期Vision」を定め、全力

で取り組んでまいります。  

  

１）しなやかでたくましい企業になります  

企業体力をつけると共に、効率とスピードを重視しての体質革新を推進してまいります。  

  

２）お客様に本当の満足をお届けできる企業になります  

エンドユーザーの満足では、製品の初期機能・性能と長期保証（信頼性）を、直接顧客の満足と

しては、品質の安定とサービスの満足に注力してまいります。  

  

３）存在感のある企業になります  

我々を取り巻く全てのステークホルダーに対し、あの会社は良い会社です、と感じていただける

会社になるよう努めてまいります。  

  

４）社員が誇りとやりがいをもって働く企業になります  

誇りとやりがいがもてる働き方と労働環境を希求します。また、明るく大胆に社是に立って挑戦

できる風土を持ち続けます。  

  

当企業集団の主力分野である自動車市場は個人消費の落ち込みにより非常に厳しい状況下です。た

だ、自動車メーカー各社の在庫調整も進展し、自動車重量税などの減免措置、通称「エコカー減税」も

スタートしました。このような環境下において当企業集団は、  

  

１）収益体質の変革 

２）グローバル対応の強化 

３）顧客満足度向上 

４）CSRの推進 

５）環境・安全対応 

６）人材育成・活用 

を中期的課題としております。 

そして、収益の早期回復を図るため当企業集団では、販売戦略強化による売上高・利益の回復、徹底

した競争見積もりによる購入費用の低減、総合歩留まりの一層の向上、全社的自工程完結運動を推進し

品質レベルの格段の向上等これらの行動を展開してまいる所存であります。  

 また、内部統制報告制度への対応は、「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告の

信頼性を確保するための体制の更なる整備を進めてまいります。  

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

－8－
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,401 10,220

受取手形及び売掛金 14,055 9,030

たな卸資産 4,188 －

製品 － 1,346

仕掛品 － 832

原材料 － 701

未収還付法人税等 － 404

繰延税金資産 576 489

その他 777 882

貸倒引当金 △7 △99

流動資産合計 26,992 23,808

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,556 15,602

減価償却累計額 △8,840 △9,064

建物及び構築物（純額） 6,715 6,538

機械装置及び運搬具 38,296 37,272

減価償却累計額 △28,302 △27,859

機械装置及び運搬具（純額） 9,993 9,413

工具、器具及び備品 14,547 14,041

減価償却累計額 △12,278 △12,237

工具、器具及び備品（純額） 2,268 1,803

土地 3,389 3,378

建設仮勘定 1,217 1,121

有形固定資産合計 23,584 22,255

無形固定資産   

借地権 340 319

その他 489 459

無形固定資産合計 830 778

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  10,940 ※1  8,590

長期貸付金 41 26

繰延税金資産 676 867

その他 589 544

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 12,243 10,024

固定資産合計 36,658 33,058

資産合計 63,650 56,866

－9－
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,434 4,797

短期借入金 7,046 5,139

未払金 726 1,159

未払法人税等 599 69

未払消費税等 94 165

賞与引当金 869 765

製品保証引当金 224 199

設備関係支払手形 968 28

繰延税金負債 4 －

その他 1,449 1,224

流動負債合計 20,416 13,548

固定負債   

長期借入金 2,050 7,625

繰延税金負債 258 155

退職給付引当金 2,622 2,392

役員退職慰労引当金 306 341

負ののれん 7 69

その他 0 －

固定負債合計 5,245 10,583

負債合計 25,662 24,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,364 3,364

資本剰余金 3,662 3,660

利益剰余金 30,222 28,141

自己株式 △517 △459

株主資本合計 36,732 34,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 857 278

為替換算調整勘定 92 △2,474

評価・換算差額等合計 950 △2,196

新株予約権 － 42

少数株主持分 305 180

純資産合計 37,987 32,734

負債純資産合計 63,650 56,866
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 58,033 50,148

売上原価 47,469 43,331

売上総利益 10,564 6,816

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,037 2,773

製品保証引当金繰入額 74 16

給料及び賞与 1,271 1,298

賞与引当金繰入額 129 117

役員退職慰労引当金繰入額 50 43

退職給付費用 100 52

福利厚生費 405 384

租税公課 96 103

減価償却費 148 169

研究開発費 ※1  225 ※1  217

その他 1,757 1,603

販売費及び一般管理費合計 7,295 6,779

営業利益 3,268 37

営業外収益   

受取利息 102 37

受取配当金 118 132

受取賃貸料 33 25

負ののれん償却額 7 24

持分法による投資利益 869 88

為替差益 － 72

雑収入 152 83

営業外収益合計 1,283 464

営業外費用   

支払利息 143 171

固定資産除却損 ※2  229 ※2  390

雑損失 70 68

営業外費用合計 444 630

経常利益又は経常損失（△） 4,107 △129

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 1

固定資産売却益 ※3  616 ※3  0

特別利益合計 616 1

－11－
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 1 904

ゴルフ会員権評価損 － 5

固定資産売却損 ※4  11 ※4  －

固定資産除却損 ※5  112 ※5  121

持分変動損失 ※6  1,073 ※6  －

貸倒引当金繰入額 － 91

その他 － 1

特別損失合計 1,198 1,124

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

3,524 △1,252

法人税、住民税及び事業税 1,039 335

過年度法人税等 － 29

法人税等調整額 44 88

法人税等合計 1,083 454

少数株主利益 43 38

当期純利益又は当期純損失（△） 2,397 △1,744
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,364 3,364

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,364 3,364

資本剰余金   

前期末残高 3,662 3,662

当期変動額   

自己株式の処分 － △2

当期変動額合計 － △2

当期末残高 3,662 3,660

利益剰余金   

前期末残高 28,175 30,222

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △23

当期変動額   

剰余金の配当 △350 △351

当期純利益又は当期純損失（△） 2,397 △1,744

自己株式の処分 － △1

持分法の適用範囲の変動 － 39

当期変動額合計 2,046 △2,057

当期末残高 30,222 28,141

自己株式   

前期末残高 △506 △517

当期変動額   

自己株式の取得 △11 △12

自己株式の処分 － 71

当期変動額合計 △11 58

当期末残高 △517 △459

株主資本合計   

前期末残高 34,696 36,732

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △23

当期変動額   

剰余金の配当 △350 △351

当期純利益又は当期純損失（△） 2,397 △1,744

自己株式の取得 △11 △12

自己株式の処分 － 67

持分法の適用範囲の変動 － 39

当期変動額合計 2,035 △2,001

当期末残高 36,732 34,707

－13－

西川ゴム工業㈱（5161）平成21年3月期決算短信



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 2,220 857

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,362 △579

当期変動額合計 △1,362 △579

当期末残高 857 278

為替換算調整勘定   

前期末残高 △26 92

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 119 △2,567

当期変動額合計 119 △2,567

当期末残高 92 △2,474

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,193 950

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,243 △3,146

当期変動額合計 △1,243 △3,146

当期末残高 950 △2,196

少数株主持分   

前期末残高 254 305

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 50 △124

当期変動額合計 50 △124

当期末残高 305 180

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 42

当期変動額合計 － 42

当期末残高 － 42

－14－
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 37,145 37,987

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △23

当期変動額   

剰余金の配当 △350 △351

当期純利益又は当期純損失（△） 2,397 △1,744

自己株式の取得 △11 △12

自己株式の処分 － 67

持分法の適用範囲の変動 － 39

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,192 △3,228

当期変動額合計 842 △5,229

当期末残高 37,987 32,734
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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（△）

3,524 △1,252

減価償却費 4,418 4,760

株式報酬費用 － 101

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 91

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 △230

受取利息及び受取配当金 △220 △170

支払利息 143 171

為替差損益（△は益） 44 14

持分法による投資損益（△は益） △869 △88

持分変動損失 1,073 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1 904

固定資産除却損 342 511

固定資産売却損益（△は益） △609 40

売上債権の増減額（△は増加） △1,636 5,025

たな卸資産の増減額（△は増加） △128 1,185

仕入債務の増減額（△は減少） 1,022 △3,636

その他 △71 △1,008

小計 7,047 6,421

利息及び配当金の受取額 220 700

利息の支払額 △149 △175

法人税等の支払額 △945 △1,388

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,173 5,557

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 △509 △78

定期預金の払戻による収入 12 64

有形固定資産の取得による支出 △6,832 △5,560

有形固定資産の売却による収入 801 8

無形固定資産の取得による支出 △101 △129

投資有価証券の取得による支出 △544 △515

関係会社株式の取得による支出 △840 △42

持分法適用会社の出資払戻しによる収入 － 158

貸付けによる支出 △21 △3

貸付金の回収による収入 29 20

その他 △16 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,022 △6,093
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 2,650 6,116

短期借入金の返済による支出 △2,395 △8,055

長期借入れによる収入 450 5,650

自己株式の売却による収入 － 8

自己株式の取得による支出 △11 △14

配当金の支払額 △350 △351

財務活動によるキャッシュ・フロー 342 3,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100 145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,607 2,963

現金及び現金同等物の期首残高 8,499 6,892

現金及び現金同等物の期末残高 6,892 9,856
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は、全て連結しております。 

期末現在の連結子会社等は13社であり

ます。連結子会社名については「２ 企

業集団の状況」に記載しております。 

なお、連結子会社のニシカワ・オブ・

アメリカInc.は、同社の連結子会社で

あるニシカワ・エンジニアリング・オ

ブ・アメリカInc.を平成19年７月２日

に吸収合併いたしました。また、連結

子会社の西川物産㈱は、連結子会社で

ある㈱ナチュラブを平成20年1月1日に

吸収合併いたしました。

子会社は、全て連結しております。 

期末現在の連結子会社等は13社であり

ます。連結子会社名については「２ 企

業集団の状況」に記載しております。

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 関連会社３社に対する投資につい

て持分法を適用しております。持

分法を適用した関連会社名につい

ては「２ 企業集団の状況」に記載

しております。

  なお、西川化成㈱は平成19年４月

１日にジー・ピー・ダイキョー㈱

を吸収合併し、社名をダイキョー

ニシカワ㈱に変更しております。

(1) 関連会社４社に対する投資につい

て持分法を適用しております。持

分法を適用した関連会社名につい

ては「２ 企業集団の状況」に記載

しております。

なお、アナンド・ニシカワ・カン

パニーLtd.は、株式を追加取得し

て議決権に対する所有割合が20％

を超えることとなったため、持分

法適用会社といたしました。

(2) 持分法を適用していない関連会社

の当期純損益および利益剰余金等

の額のうち、持分に見合う額の合

計額は、連結財務諸表に重要な影

響をおよぼしていないため、持分

法を適用しておりません。

(2)       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、ニシカワ・オブ・

アメリカ Inc.、ニシカワ・タチャプラ

ラート・ラバー・カンパニーLtd.、上

海西川密封件有限公司、広州西川密封

件有限公司および西川橡胶(上海)有限

公司の５社の決算日は12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使用し

ており、連結決算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。  

その他の連結子会社の決算日はすべて

連結決算日と一致しております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準および評価

方法

 (イ)有価証券
   その他有価証券

時価のあるもの

  連結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

により算定しております)

(1) 重要な資産の評価基準および評価

方法

(イ)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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (ロ)たな卸資産

   主として総平均法による原価法

を採用しております。

 (ロ)たな卸資産

同左

（会計方針の変更）
棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
 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）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。これに
より、従来の方法によった場合に比
べ、営業利益は76百万円減少し、経常
損失および税金等調整前当期純損失
は、それぞれ同額増加しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 (イ)有形固定資産

   当社および国内連結子会社は定

率法を、在外連結子会社は定額

法を採用しております。

   また、当社および国内連結子会

社は取得価額が10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却する

方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。

   建物及び構築物   ８～50年

   機械装置及び運搬具 ４～10年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 (イ)有形固定資産（リース資産を除

く）

   当社および国内連結子会社は定

率法を、在外連結子会社は定額

法を採用しております。 

また、当社および国内連結子会

社は取得価額が10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却する

方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。

   建物及び構築物   ８～50年

   機械装置及び運搬具 ４～９年

(会計方針の変更) 

当社および国内連結子会社は、法人税

法の改正((所得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月30日 法律第６

号)および(法人税法施行令の一部を改

正する政令 平成19年３月30日 政令

第83号))に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、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。これにより、従来の方法

によった場合に比べ、売上総利益は312

百万円減少し、営業利益、経常利益お

よび税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ 328百万円減少しております。な

お、セグメント情報に与える影響につ

いては当該箇所に記載しております。

───
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(追加情報) 

当社および国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。これ

により、従来の方法によった場合に比

べ、売上総利益は256百万円減少し、

営業利益、経常利益および税金等調整

前当期純利益は、それぞれ263百万円

減少しております。なお、セグメント

情報に与える影響については当該箇所

に記載しております。

(追加情報) 

当社および国内連結子会社は、法人税

法の改正((所得税法等の一部を改正す

る法律平成20年４月30日法律第23号)

および(減価償却資産の耐用年数等に

関する省令の一部を改正する省令平成

20年４月30日財務省令第32号))による

法定耐用年数の変更に伴い、当連結会

計年度より一部の機械装置について、

耐用年数の変更を行っております。 

 これにより、従来の方法によった場

合に比べ、営業利益は179百万円減少

し、経常損失および税金等調整前当期

純損失は、それぞれ同額増加しており

ます。なお、セグメント情報に与える

影響については当該箇所に記載してお

ります。

 (ロ)無形固定資産

   定額法を採用しております。

   なお、当社および国内連結子会

社のソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用

可能期間(５年)による定額法を

採用しております。

 (ロ)無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

───  (ハ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残  

存価額を零として算定する方法に

よっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権に係る過去の

貸倒実績率に基づく回収不能見

込額および貸倒懸念債権等の特

定の債権に係る個別の回収不能

見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)貸倒引当金

同左

 (ロ)賞与引当金

   従業員賞与の支払に備えるた

め、翌期中に支給することが見

込まれる賞与総額のうち、当連

結会計年度帰属分を引当計上し

ております。

 (ロ)賞与引当金

同左

 (ハ)製品保証引当金

   当社は、製品の品質保証期間内

でのクレームによる保証支出に

備えるため、過去の実績と当連

結会計年度の発生状況を考慮し

た支出見込額を引当計上してお

ります。

 (ハ)製品保証引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (ニ)退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当社および国内連結子会社

は、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、当連結会計年

度末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。なお、会計基準変更時差異

については８年間で、数理計算

上の差異については発生の翌連

結会計年度から15年間で、それ

ぞれ均等額を費用処理しており

ます。また、過去勤務債務につ

いては８年間で定額法により費

用処理しております。

 (ニ)退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当社および国内連結子会社

は、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、当連結会計年

度末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。なお、数理計算上の差異に

ついては発生の翌連結会計年度

から15年間で均等額を費用処理

しております。また、過去勤務

債務については８年間で定額法

により費用処理しております。

 (ホ)役員退職慰労引当金

   役員退職慰労金の支払に備える

ため、当社および国内連結子会

社の役員について内規に基づく

期末要支給額を計上しておりま

す。

 (ホ)役員退職慰労引当金

同左

(4) 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

に準じた会計処理を採用しており

ます。

(4) 重要なリース取引の処理方法

───

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

   特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処

理を、振当処理の要件を満たし

ている為替予約については振当

処理を、それぞれ採用しており

ます。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

同左

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金

為替予約 外貨建売掛金

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (ハ)ヘッジ方針

   各社の経理担当部門の管理のも

と、金利変動リスクおよび為替

変動リスク回避のためにヘッジ

を行っております。

 (ハ)ヘッジ方針

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ手段の想定元本に関する

重要な条件とヘッジ対象に関す

る重要な条件は同一であり、か

つ、ヘッジ開始以降も継続して

キャッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定できるた

め、ヘッジの有効性の判定は省

略しております。

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) 消費税等の会計処理

  消費税および地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。

(6) 消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価方

法については、全面時価評価法を採用

しております。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

負ののれんは、発生年度より５年間の

均等償却を行っております。

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

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金・随時引き出し可能な預金であり

ます。

同左

(7)【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】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― (1) リース取引に関する会計基準の適用
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準
委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３
月30日企業会計基準第13号）および「リース取引
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月
30日 企業会計基準適用指針第16号）を当連結会
計年度より適用し、所有権移転外ファイナンス・
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から通常の売買取引に係る
方法に準じた会計処理に変更しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定す
る方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有
権移転外ファイナンス・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を
引き続き採用しております。

これによる営業利益、経常損失および税金等調
整前当期純損失に与える影響は軽微であります。

─── (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理
に関する当面の取扱いの適用
当連結会計年度より、「連結財務諸表作成におけ
る在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
（実務対応報告第18号平成18年５月17日）を適用
し、連結決算上必要な修正を行っております。こ
れによる営業利益、経常損失および税金等調整前
当期純損失に与える影響は軽微であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 関連会社に対するもの

投資有価証券(株式) 4,602百万円

(うち共同支配企業に対する投資の金額

1,537百万円)

※１ 関連会社に対するもの

投資有価証券(株式) 3,511百万円

(うち共同支配企業に対する投資の金額

1,090百万円)

 ２ 偶発債務

   銀行借入金に対する債務の保証額

ニシカワ・スタンダード・ 
カンパニー

50百万円

 ２ 偶発債務

   ───

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 研究開発費の総額

   一般管理費に含まれる研究開発費は225百万円で

あります。

※１ 研究開発費の総額

   一般管理費に含まれる研究開発費は217百万円で

あります。

※２ 固定資産除却損の内容は、下記のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 154百万円

工具、器具及び備品 34百万円

その他 40百万円

計 229百万円

※２ 固定資産除却損の内容は、下記のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 250百万円

工具、器具及び備品 68百万円

その他 71百万円

計 390百万円

※３ 固定資産売却益の内容は、下記のとおりでありま

す。

    土地               616百万円

※４ 固定資産売却損の内容は、下記のとおりでありま

す。

    建物及び構築物          11百万円

※３ 固定資産売却益の内容は、下記のとおりでありま

す。

    工具、器具及び備品         0百万円

※４          ───

※５ 固定資産除却損の内容は、下記のとおりでありま

す。

建物及び構築物 40百万円

機械装置及び運搬具 3百万円

工具、器具及び備品 10百万円

ソフトウェア 1百万円

固定資産除却費用 57百万円

計 112百万円

 

※５ 固定資産除却損の内容は、下記のとおりでありま

す。

建物及び構築物 75百万円

固定資産除却費用 23百万円

その他 21百万円

計 121百万円

※６ 持分変動損失は、持分法適用関連会社の西川化成

株式会社が平成19年４月１日にジー・ピー・ダイ

キョー株式会社と合併(新会社名はダイキョーニ

シカワ株式会社)したことにより発生したもので

あります。

※６          ─── 
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（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加 7,758株 
  

   

 
  

   

   
（変動事由の概要） 

 ① 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 15,855株 

 ② 減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増による減少  10,365株 

   新株予約権の権利行使による減少 59,000株 
  

   

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 19,995,387 ― ― 19,995,387

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 494,819 7,758 ― 502,577

３ 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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 175 9 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月15日 
取締役会

普通株式 175 9 平成19年９月30日 平成19年12月７日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 175 9 平成20年3月31日 平成20年6月30日

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 19,995,387 ― ― 19,995,387

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 502,577 15,855 69,365 449,067

３ 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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 175 9 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月11日 
取締役会

普通株式 175 9 平成20年９月30日 平成20年12月５日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
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 利益剰余金 117 6 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３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

(百万円)

現金及び預金勘定 7,401

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △508

現金及び現金同等物 6,892

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

(百万円)

現金及び預金勘定 10,220

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △363

現金及び現金同等物 9,856
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(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分の方法は、製品の市場における使用目的に応じて、自動車用部品と一般産業資材に区分しておりま

す。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は6,324百万円であり、その主なものは、親会社

での長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

４ 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、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。これにより、

従来の方法によった場合に比べ、営業費用は自動車用部品事業で322百万円、一般産業資材事業で６百万円

増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

５ 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産につ

いて、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は自動車用部品事業で

231百万円、一般産業資材事業で31百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

区分
自動車用部品
(百万円)

一般産業資材
(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 52,610 5,423 58,033 ─ 58,033

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 52,610 5,423 58,033 (─) 58,033

  営業費用 49,530 5,234 54,765 ─ 54,765

   営業利益 3,079 189 3,268 (─) 3,268

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

   資産 52,800 4,525 57,326 6,324 63,650

   減価償却費 4,162 255 4,418 ─ 4,418

   資本的支出 7,944 301 8,245 ─ 8,245

事業区分 主要製品

自動車用部品

(ゴム・樹脂シール製品) 
ドアーシール、ドリップシール、トランクシール、ウェザーストリップグラスラ
ン、ガスケット 
(内外装製品) 
ドアーオープニングトリム、外装モール、ウィンドモール、ドアーホールシール

一般産業資材
住宅用外壁目地材、化粧用パフ、マンホール用ジョイントシール材、医療用ゴム製
品等
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(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分の方法は、製品の市場における使用目的に応じて、自動車用部品と一般産業資材に区分しておりま

す。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,361百万円であり、その主なものは、親会社

での長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

４ 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律平成20年４月30日 法律

第23号）および（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令平成20年４月30日財務省令

第32号))による法定耐用年数の変更に伴い、当連結会計年度より一部の機械装置について、耐用年数の変更

を行っております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業損失は自動車用部品事業で170百万

円増加しております。なお、一般産業資材事業に与える影響は軽微であります。 

  

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

区分
自動車用部品
(百万円)

一般産業資材
(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 45,944 4,204 50,148 ─ 50,148

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 45,944 4,204 50,148 (─) 50,148

  営業費用 45,995 4,116 50,111 ─ 50,111

 営業利益又は営業損失（△） △50 87 37 (─) 37

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

   資産 47,274 4,231 51,505 5,361 56,866

   減価償却費 4,484 275 4,760 ─ 4,760

   資本的支出 5,284 328 5,613 ─ 5,613

事業区分 主要製品

自動車用部品

(ゴム・樹脂シール製品) 
ドアーシール、ドリップシール、トランクシール、ウェザーストリップグラスラ
ン、ガスケット 
(内外装製品) 
ドアーオープニングトリム、外装モール、ウィンドモール、ドアーホールシール

一般産業資材
住宅用外壁目地材、化粧用パフ、マンホール用ジョイントシール材、医療用ゴム製
品等
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(注) １ 国または地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 
アジア：タイ、中国等 
その他の地域：アメリカ合衆国 

３ 資産について、消去又は全社に記載している金額は消去によるものであります。事業の種類別セグメントで
全社資産へ計上している金額は、資産内容を考慮して全額日本へ含めて表示しております。 

４ 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得
した有形固定資産について、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。これにより、
従来の方法によった場合に比べ、営業費用は日本で328百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

５ 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産につ
いて、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌
連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に
含めて計上しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は、日本で263百万円増
加し、営業利益は同額減少しております。 

  

  

 
(注) １ 国または地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 
アジア：タイ、中国等 
その他の地域：アメリカ合衆国 

３ 資産について、消去又は全社に記載している金額は消去によるものであります。事業の種類別セグメントで
全社資産へ計上している金額は、資産内容を考慮して全額日本へ含めて表示しております。 

４ 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律平成20年４月30日 法律
第23号）および（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令平成20年４月30日財務省令
第32号))による法定耐用年数の変更に伴い、当連結会計年度より一部の機械装置について、耐用年数の変更
を行っております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業損失は日本で179百万円増加してお
ります。 

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

区分
日本 

(百万円)
アジア
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高および営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

48,597 8,454 982 58,033 ─ 58,033

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,234 583 2 3,820 (3,820) ─

計 51,831 9,038 984 61,853 (3,820) 58,033

営業費用 49,985 7,623 970 58,580 (3,815) 54,765

営業利益又は営業損失(△) 1,845 1,414 13 3,273 (4) 3,268

Ⅱ 資産 49,828 10,955 6,199 66,983 (3,332) 63,650

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

区分
日本 

(百万円)
アジア
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高および営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

41,853 7,361 934 50,148 ― 50,148

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,311 561 1 2,874 (2,874) ―

計 44,164 7,923 935 53,023 (2,874) 50,148

営業費用 45,145 6,883 965 52,994 (2,882) 50,111

営業利益又は営業損失(△) △980 1,039 △29 28 8 37

Ⅱ 資産 43,870 9,908 5,594 59,372 (2,505) 56,866
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(注) 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

 アジア：中国、タイ、韓国等 

 その他：アメリカ、カナダ、メキシコ、ヨーロッパ諸国等 

  

  

 
(注) 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

 アジア：中国、タイ、韓国等 

 その他：アメリカ、カナダ、メキシコ、ヨーロッパ諸国等 

  

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,807 3,985 11,793

Ⅱ 連結売上高(百万円) 58,033

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.5 6.9 20.3

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,897 3,106 10,004

Ⅱ 連結売上高(百万円) 50,148

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.8 6.2 19.9
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重要な関連会社の要約財務情報 

当連結会計年度において、重要な関連会社はダイキョーニシカワ㈱であり、その要約財務情報は以

下のとおりであります。 

                                  (百万円) 

 
  

重要な関連会社の要約財務情報  

当連結会計年度において、重要な関連会社はダイキョーニシカワ㈱であり、その要約財務情報は以

下のとおりであります。 

                             (百万円) 

 
  

  

  

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

区分 ダイキョーニシカワ㈱

流動資産合計 34,627

固定資産合計 36,244

流動負債合計 51,274

固定負債合計 5,797

純資産合計 13,800

売上高 115,171

税引前当期純利益 6,153

当期純利益 3,357

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

区分 ダイキョーニシカワ㈱

流動資産合計 19,290

固定資産合計 38,683

流動負債合計 37,515

固定負債合計 7,024

純資産合計 13,434

売上高 101,803

税引前当期純利益 204

当期純損失（△） △215
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21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

繰延税金資産

 退職給付引当金 1,059百万円

 賞与引当金 352百万円

 有価証券評価損 245百万円

 役員退職慰労引当金 124百万円

 減価償却費 70百万円

 製品保証引当金 90百万円

 未払事業税 42百万円

 その他 353百万円

繰延税金資産小計 2,339百万円

評価性引当額 △460百万円

繰延税金資産合計 1,878百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 446百万円

 固定資産圧縮積立金 179百万円

 持分法適用会社留保利益 257百万円

 その他 4百万円

繰延税金負債合計 889百万円

繰延税金資産の純額 989百万円

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

 繰越欠損金 1,124百万円

 退職給付引当金 967百万円

 賞与引当金 310百万円

 有価証券評価損 274百万円

 役員退職慰労引当金 138百万円

 減価償却費 95百万円

 製品保証引当金 80百万円

 貸倒引当金 63百万円

 その他 276百万円

繰延税金資産小計 3,331百万円

評価性引当額 △1,599百万円

繰延税金資産合計 1,732百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 199百万円

 固定資産圧縮積立金 175百万円

 持分法適用会社留保利益 155百万円

繰延税金負債合計 531百万円

繰延税金資産の純額 1,201百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

0.8％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.6％

住民税均等割等 0.7％

関係会社持分法利益 △10.0％

関係会社持分変動損失 12.3％

試験研究費等の税額控除 △0.4％

税務上の繰越欠損金の利用 △19.1％

評価性引当額の増減 3.7％

その他 2.9％

 税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

30.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  当連結会計年度については、税金等調整前当期純 

 損失を計上しているため記載しておりません。
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(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。減損処理にあたっては、期末において時価が取得原

価に比べ30％～50％下落した場合には、個別銘柄ごとに株価水準や発行会社の業況の推移等を把握し総合的に
回復可能性を検討して、必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

  

   

  

 
  

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。減損処理にあたっては、期末において時価が取得原

価に比べ30％～50％下落した場合には、個別銘柄ごとに株価水準や発行会社の業況の推移等を把握し総合的に
回復可能性を検討して、必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

  

   

  

(有価証券関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)
１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日現在)

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 2,694 4,461 1,766

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 30 30 0

小計 2,724 4,491 1,766

(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 1,775 1,387 △388

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 374 300 △ 73

小計 2,150 1,687 △462

合計 4,874 6,178 1,303

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

─ ─ ─

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成20年３月31日現在)

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 128

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在)

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 2,171 3,057 886

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 148 148 0

小計 2,320 3,206 886

(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 1,999 1,625 △373

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 152 117 △34

小計 2,151 1,743 △408

合計 4,472 4,950 478

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)

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

─ ─ ─

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成21年３月31日現在)

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 128
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 (注) 一部の子会社は、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。 

  

 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しておりま

す。 

  

 
  

(退職給付関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

提出会社  当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金基金を採用し

ております。

国内連結子会社 

(一部連結子会社を除く)

 税制適格退職年金制度または退職一時金制度を採用しておりま

す。

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △7,110百万円

ロ 年金資産(注) 4,031百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △3,079百万円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 ─百万円

ホ 未認識数理計算上の差異 864百万円

ヘ 未認識過去勤務債務 △407百万円

ト 連結貸借対照表計上額(純額)(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △2,622百万円

チ 前払年金費用 ─百万円

リ 退職給付引当金(ト－チ) △2,622百万円

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

イ 勤務費用 374百万円

ロ 利息費用 139百万円

ハ 期待運用収益 △106百万円

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 231百万円

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 155百万円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △176百万円

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 618百万円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 1.9％

ハ 期待運用収益率 2.7％

ニ 会計基準変更時差異の処理年数 ８年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 15年(発生の翌連結会計年度から)

ヘ 過去勤務債務の額の処理年数 ８年
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 (注) 一部の子会社は、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。 

  

 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しておりま

す。 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

提出会社  当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金基金を採用し

ております。

国内連結子会社 

(一部連結子会社を除く)

 税制適格退職年金制度または退職一時金制度を採用しておりま

す。

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △6,990百万円

ロ 年金資産(注) 3,866百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △3,123百万円

ニ 未認識数理計算上の差異 962百万円

ホ 未認識過去勤務債務 △231百万円

ヘ 退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ) △2,392百万円

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

イ 勤務費用 384百万円

ロ 利息費用 128百万円

ハ 期待運用収益 △100百万円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 145百万円

ホ 過去勤務債務の費用処理額 △176百万円

ヘ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 382百万円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 1.9％

ハ 期待運用収益率 2.7％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 15年(発生の翌連結会計年度から)

ホ 過去勤務債務の額の処理年数 ８年
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 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  １.当該連結会計年度における費用計上額および科目名 

  売上原価            17百万円 

  販売費及び一般管理費      83百万円 

  

  ２.ストック・オプションの内容 

 

(ストック・オプション等関係)

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年８月７日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役11名、当社監査役３名
当社の従業員20名

株式の種類別ストック・オプション付与数 普通株式 102,000株

付与日 平成20年８月26日

権利確定条件

付与日(平成20年８月26日)から権利確定日(平成20年８月
31日)まで継続して勤務していること 
（ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準
ずる正当な理由がある場合にはこの限りでない）

対象勤務期間 平成20年８月26日～平成20年８月31日

権利行使期間 平成20年９月１日～平成23年８月31日

権利行使価格 １円

付与日における公正な評価単価 999円
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(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎 

  

 
  

 該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,933.15円 １株当たり純資産額 1,663.29円

１株当たり当期純利益 122.99円 １株当たり当期純損失（△） △89.41円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在しますが１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失（△）

2,397百万円 △1,744百万円

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）

2,397百万円 △1,744百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

普通株主に帰属しない金額 ─ ─

普通株式の期中平均株式数 19,496,501株 19,513,643株

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

（開示の省略）

リース取引、デリバティブ取引に関する注記事項については、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。
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５【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

第59期 
(平成20年３月31日) 

第60期 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,106 6,938

受取手形 603 349

売掛金 13,061 7,418

製品 1,157 925

原材料 304 221

仕掛品 652 546

貯蔵品 97 99

前払費用 135 135

繰延税金資産 481 422

短期貸付金 2 －

関係会社短期貸付金 307 736

未収入金 231 340

未収還付法人税等 － 366

その他 20 63

貸倒引当金 △1 △95

流動資産合計 21,160 18,469

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,413 10,458

減価償却累計額 △6,393 △6,569

建物（純額） 4,019 3,889

構築物 957 927

減価償却累計額 △722 △704

構築物（純額） 235 223

機械及び装置 29,311 28,679

減価償却累計額 △23,823 △23,323

機械及び装置（純額） 5,488 5,356

車両運搬具 212 215

減価償却累計額 △184 △189

車両運搬具（純額） 28 26

工具、器具及び備品 10,470 10,175

減価償却累計額 △9,197 △9,223

工具、器具及び備品（純額） 1,272 951

土地 2,798 2,798

建設仮勘定 794 746

有形固定資産合計 14,637 13,991

無形固定資産   

借地権 25 25
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(単位：百万円)

第59期 
(平成20年３月31日) 

第60期 
(平成21年３月31日) 

ソフトウエア 232 229

特許権 3 3

その他 11 13

無形固定資産合計 273 271

投資その他の資産   

投資有価証券 5,827 4,438

関係会社株式 5,918 5,971

出資金 17 16

関係会社出資金 3,102 3,247

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 33 22

関係会社長期貸付金 1,211 2,008

破産更生債権等 0 －

長期前払費用 107 70

繰延税金資産 541 751

その他 333 343

貸倒引当金 △4 △142

投資損失引当金 － △7

投資その他の資産合計 17,088 16,719

固定資産合計 31,999 30,982

資産合計 53,159 49,451

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,070 －

買掛金 6,768 4,918

短期借入金 4,710 4,950

1年内返済予定の長期借入金 2,100 60

未払金 547 1,202

未払費用 577 461

未払法人税等 425 10

未払消費税等 57 104

預り金 45 42

前受収益 3 3

賞与引当金 658 576

製品保証引当金 224 199

設備関係支払手形 929 －

その他 62 46

流動負債合計 19,179 12,575

固定負債   

長期借入金 2,050 7,625

退職給付引当金 2,576 2,300
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(単位：百万円)

第59期 
(平成20年３月31日) 

第60期 
(平成21年３月31日) 

役員退職慰労引当金 275 313

固定負債合計 4,901 10,238

負債合計 24,080 22,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,364 3,364

資本剰余金   

資本準備金 3,661 3,661

その他資本剰余金 2 －

資本剰余金合計 3,663 3,661

利益剰余金   

利益準備金 690 690

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 292 286

研究開発積立金 200 200

別途積立金 19,386 20,086

繰越利益剰余金 1,121 △1,571

利益剰余金合計 21,690 19,691

自己株式 △517 △459

株主資本合計 28,201 26,258

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 877 336

評価・換算差額等合計 877 336

新株予約権 － 42

純資産合計 29,078 26,637

負債純資産合計 53,159 49,451
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

第59期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第60期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 50,360 42,752

売上原価   

製品期首たな卸高 1,327 1,157

当期製品製造原価 42,785 37,892

合計 44,113 39,049

製品期末たな卸高 1,157 925

売上原価合計 42,956 38,124

売上総利益 7,404 4,627

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,153 2,789

製品保証引当金繰入額 74 16

役員報酬 156 172

給料及び手当 878 968

賞与引当金繰入額 106 96

役員退職慰労引当金繰入額 43 38

退職給付費用 92 36

福利厚生費 274 276

租税公課 64 74

減価償却費 73 92

研究開発費 225 217

その他 743 632

販売費及び一般管理費合計 5,885 5,411

営業利益又は営業損失（△） 1,518 △783

営業外収益   

受取利息 41 58

有価証券利息 0 0

受取配当金 338 394

仕入割引 2 －

受取賃貸料 236 229

雑収入 114 129

営業外収益合計 732 811

営業外費用   

支払利息 118 149

固定資産売却損 － 27

固定資産除却損 170 329

固定資産賃貸費用 86 88

為替差損 124 14

雑損失 3 5

営業外費用合計 502 614

経常利益又は経常損失（△） 1,748 △586
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(単位：百万円)

第59期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第60期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 616 －

貸倒引当金戻入額 42 －

特別利益合計 658 －

特別損失   

投資有価証券評価損 1 641

関係会社株式評価損 80 －

貸倒引当金繰入額 － 231

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 74 69

投資損失引当金繰入額 － 7

その他 － 1

特別損失合計 167 951

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,238 △1,538

法人税、住民税及び事業税 783 22

法人税等調整額 121 86

法人税等合計 904 108

当期純利益又は当期純損失（△） 1,334 △1,646
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

第59期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第60期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,364 3,364

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,364 3,364

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,661 3,661

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,661 3,661

その他資本剰余金   

前期末残高 2 2

当期変動額   

自己株式の処分 － △2

当期変動額合計 － △2

当期末残高 2 －

資本剰余金合計   

前期末残高 3,663 3,663

当期変動額   

自己株式の処分 － △2

当期変動額合計 － △2

当期末残高 3,663 3,661

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 690 690

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 690 690

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 － 292

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 295 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △5

当期変動額合計 292 △5

当期末残高 292 286

研究開発積立金   

前期末残高 200 200
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(単位：百万円)

第59期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第60期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200 200

別途積立金   

前期末残高 19,086 19,386

当期変動額   

別途積立金の積立 300 700

当期変動額合計 300 700

当期末残高 19,386 20,086

繰越利益剰余金   

前期末残高 730 1,121

当期変動額   

剰余金の配当 △350 △351

固定資産圧縮積立金の積立 △295 －

固定資産圧縮積立金の取崩 3 5

別途積立金の積立 △300 △700

当期純利益又は当期純損失（△） 1,334 △1,646

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 391 △2,693

当期末残高 1,121 △1,571

利益剰余金合計   

前期末残高 20,707 21,690

当期変動額   

剰余金の配当 △350 △351

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 1,334 △1,646

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 983 △1,999

当期末残高 21,690 19,691

自己株式   

前期末残高 △506 △517

当期変動額   

自己株式の取得 △11 △12

自己株式の処分 － 71

当期変動額合計 △11 58

当期末残高 △517 △459

株主資本合計   

前期末残高 27,229 28,201
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(単位：百万円)

第59期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第60期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △350 △351

当期純利益又は当期純損失（△） 1,334 △1,646

自己株式の取得 △11 △12

自己株式の処分 － 67

当期変動額合計 971 △1,943

当期末残高 28,201 26,258

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,200 877

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,322 △541

当期変動額合計 △1,322 △541

当期末残高 877 336

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,200 877

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,322 △541

当期変動額合計 △1,322 △541

当期末残高 877 336

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 42

当期変動額合計 － 42

当期末残高 － 42

純資産合計   

前期末残高 29,429 29,078

当期変動額   

剰余金の配当 △350 △351

当期純利益又は当期純損失（△） 1,334 △1,646

自己株式の取得 △11 △12

自己株式の処分 － 67

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,322 △498

当期変動額合計 △350 △2,441

当期末残高 29,078 26,637
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(5)【重要な会計方針】

項目
第59期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第60期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準およ

び評価方法

子会社および関連会社株式

 移動平均法による原価法

子会社および関連会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

  期末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

均法により算定しております)

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの

  移動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お

よび評価方法

製品・原材料・仕掛品

 総平均法による原価法

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

貯蔵品

 終仕入原価法による原価法 

製品・原材料・仕掛品

同左

棚卸資産の評価に関する会計基準の

適用

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、当期より「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。これにより、従来の方法によっ
た場合に比べ、営業損失、経常損失
および税引前当期純損失は、それぞ
れ59百万円増加しております。

貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法

  また、取得価額が10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間で均等償却する方法

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。

  建物及び構築物   ８～50年

  機械装置及び運搬具 ４～10年

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

  定率法 

また、取得価額が10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間で均等償却する方法

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。

  建物及び構築物   ８～50年

  機械装置及び運搬具 ４～９年

(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号)および(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、当期より、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、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。これにより、従来の方法によった

場合に比べ、売上総利益は240百万円

減少し、営業利益は253百万円、経常

利益および税引前当期純利益は、それ

ぞれ254百万円減少しております。

───
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項目
第59期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第60期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、当期より、平

成19年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。これにより、従来の

方法によった場合に比べ、売上総利益

は224百万円減少し、営業利益は229百

万円、経常利益および税引前当期純利

益は、それぞれ231百万円減少してお

ります。

(追加情報) 

法人税法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律平成20年４月30日法律第

23号)および(減価償却資産の耐用年数

等に関する省令の一部を改正する省令

平成20年４月30日財務省令第32号))に

よる法定耐用年数の変更に伴い、当期

より一部の機械装置について、耐用年

数の変更を行っております。これによ

り、従来の方法によった場合に比べ、

営業損失、経常損失、税引前当期純損

失は、それぞれ141百万円増加してお

ります。

(2) 無形固定資産

  定額法

  なお、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可

能期間(５年)による定額法を採用

しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

─── (3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存

価格を零として算定する方法によ

っております。

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権に係る過去の貸倒

実績率に基づく回収不能見込額お

よび貸倒懸念債権等の特定の債権

に係る個別の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

  従業員賞与の支払に備えるため、

翌期中に支給することが見込まれ

る賞与総額のうち当期帰属分を引

当計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 製品保証引当金

  製品の品質保証期間内でのクレー

ムによる保証支出に備えるため、

過去の実績と当期の発生状況を考

慮した支出見込額を引当計上して

おります。

(3) 製品保証引当金

同左

(4) 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およ

び年金資産の見込額に基づき、当

期末において発生していると認め

られる額を計上しております。

  なお、会計基準変更時差異につい

ては８年間で、数理計算上の差異

については発生の翌期から15年間

で、それぞれ均等額を費用処理し

ております。また、過去勤務債務

については８年間で定額法により

費用処理しております。

(4) 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およ

び年金資産の見込額に基づき、当

期末において発生していると認め

られる額を計上しております。

    なお、数理計算上の差異について

は、発生の翌期から15年間で均等

額を費用処理しております。ま

た、過去勤務債務については８年

間で定額法により費用処理してお

ります。
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項目
第59期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第60期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(5) 役員退職慰労引当金
  役員退職慰労金の支払に備えるた

め、当社内規に基づく期末要支給
額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金
同左

─── (6) 投資損失引当金
 関係会社株式等の価値の減少によ
る損失に備えるため、投資先の財
政状態を勘案し、必要額を計上し
ております。

５ 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。

───

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
  特例処理の要件を満たしている金

利スワップについては特例処理
を、振当処理の要件を満たしてい
る為替予約については振当処理
を、それぞれ採用しております。

(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) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金

為替予約 外貨建売掛金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

(3) ヘッジ方針
  経理部門の管理のもと、将来の金

利変動リスクおよび為替変動リス
ク回避のためにヘッジを行ってお
ります。

(3) ヘッジ方針
同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法
  ヘッジ手段の想定元本に関する重

要な条件のヘッジ対象に関する重
要な条件は同一であり、かつ、ヘ
ッジ開始以降も継続してキャッシ
ュ・フロー変動を完全に相殺する
ものと想定できるため、ヘッジの
有効性の判定は省略しておりま
す。

(4) ヘッジ有効性評価の方法
同左

７ その他財務諸表作成のた
めの重要な事項

消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

(6)【重要な会計方針の変更】

第59期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第60期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─── (1) リース取引に関する会計基準の適用
 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準
委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３
月30日企業会計基準第13号）および「リース取引
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月
30日 企業会計基準適用指針第16号）を当期より
適用し、所有権移転外ファイナンス・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
た会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じ
た会計処理に変更しております。

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定す
る方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有
権移転外ファイナンス・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を
引き続き採用しております。

  これによる営業損失、経常損失および税引前当
期純損失に与える影響は軽微であります。
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①代表者の異動 

該当事項はありません。  

②その他の役員の異動（平成21年６月26日付予定） 

退任予定取締役 

取締役 福山 弘二 

該当事項はありません。 

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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