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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載していない。 

３ 提出会社の「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利

益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略している。 

４ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員数である。 

  

回次 第88期中 第89期中 第90期中 第88期 第89期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等       

売上高 (百万円) 120,050 128,098 141,352 256,142 269,974

経常利益 (百万円) 2,396 4,740 5,687 9,197 12,603

中間(当期)純利益 (百万円) 864 2,171 2,190 5,520 7,480

純資産額 (百万円) 62,330 70,327 81,444 73,930 74,723

総資産額 (百万円) 265,271 284,039 294,702 284,237 284,464

１株当たり純資産額 (円) 297.98 336.25 389.49 353.31 357.17

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 4.13 10.38 10.48 26.24 35.61

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 23.50 24.76 27.64 26.01 26.27

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 9,968 6,288 9,897 28,821 23,518

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △13,083 △9,173 △11,326 △21,021 △18,210

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,112 2,342 584 △11,827 △3,542

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 6,065 7,148 8,567 7,749 9,804

従業員数 (人) 6,390 6,351 6,425(709) 6,263 6,377(819)

(2) 提出会社の経営指標等     

売上高 (百万円) 97,366 103,429 114,032 203,594 217,974

経常利益 (百万円) 3,376 4,933 5,616 6,677 8,475

中間(当期)純利益 (百万円) 2,456 3,417 2,917 3,630 4,550

資本金 (百万円) 23,974 23,974 23,974 23,974 23,974

発行済株式総数 (千株) 209,284 209,284 209,284 209,284 209,284

純資産額 (百万円) 72,858 79,058 86,241 81,918 80,134

総資産額 (百万円) 219,365 226,494 236,851 229,200 225,677

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 7.00 9.00

自己資本比率 (％) 33.21 34.91 36.41 35.74 35.51
従業員数 (人) 3,062 3,094 3,132 3,013 3,156



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ない。また、主要な関係会社に異動はない。 

  

３ 【関係会社の状況】 

(1)当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となった。 

１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２ 議決権の所有割合の( )は、間接所有割合で内数である。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はない。 

４ Nitto Tire North America,Inc.は、平成17年７月にToyo Tire (USA) Corp.のニットータイヤブランドのタイヤ販売部門

を会社分割（新設分割）したことにより、Toyo Tyre (UK) Ltd.は、平成17年７月にToyo Tire Europe GmbHの英国支店を会社

分割（新設分割）したことにより、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めることとした。 

  

(2)当中間連結会計期間（平成17年４月）において、次の連結子会社の株式100%を㈱ゴールドウインに譲渡した。 

１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はない。 

  

名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

主要な事業

の内容 

議決権の

所有割合

（％） 

関係内容 

役員の

兼任等 
資金

貸付 
営業上 
の取引 

設備の賃貸

（連結子会社） 
Nitto Tire North 
 America,Inc. 

アメリカ 
カリフォルニア州 

7,000 
千US$ 

タイヤ
100.0

(100.0) 
あり ―

当社製品

の販売 
― 

Toyo Tyre (UK) 
Ltd. 

イギリス 
ノーサンプトン州 

1,000 
千£ 

タイヤ
60.0

(60.0) 
あり ―

当社製品

の販売 
― 

名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

主要な事業

の内容 

議決権の

所有割合

（％） 

関係内容 

役員の

兼任等 
資金

貸付 
営業上 
の取引 

設備の賃貸 

㈱ティースポーツ 大阪市西区 
200 

百万円 
化工品 100.0 あり あり

当社製品

の販売 
― 



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員である。 

２ 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものである。

    ３ （ ）内は、各セグメント・会社の臨時従業員数（外数）である。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員である。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループ(当社及び連結子会社)は円満な労使関係を保っており、特記すべき事項はない。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

タイヤ 4,042（380） 

化工品 1,055（187） 

自動車部品 1,115（129） 

その他 22  （2） 

全社(共通) 191 （11） 

合計 6,425（709） 

従業員数(人) 3,132 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、原材料価格の高騰や公共投資の抑制など厳

しい状況も見られたが、国内における企業収益の改善や個人消費の回復、順調に推移する米国経済など、景気は

底堅く推移した。 

このような状況の中で当期よりスタートした「中期経営計画’０５」に基づき、グローバルな事業展開、コア

事業への経営資源の集中、事業構造改革の推進など積極的な経営戦略を実施した。 

その結果、売上高は、タイヤ事業が海外市場において好調であったことにより、１，４１３億５２百万円（前

年同期比１３２億５４百万円増、１０．３％増）、営業利益は、５４億５４百万円（前年同期比１２億７４百万

円増、３０．５％増）、経常利益は、５６億８７百万円（前年同期比９億４７百万円増、２０．０％増）、中間

純利益は、２１億９０百万円（前年同期比１９百万円増、０．９％増）となった。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

① タイヤ事業 

タイヤ事業の売上高は、９２１億８１百万円（前年同期比１０３億３３百万円増、１２．６％増）で、全売上

高の６５．２％を占めており、営業利益は５１億７４百万円（前年同期比１０億３２百万円増、２４．９％増）

となった。 

事業部門別の状況をみると、新車用タイヤについては、国内自動車生産台数が微増で推移する中、当社品装着

台数の増加により販売量・売上高ともに前年同期を上回った。 

国内市販用タイヤについては、氷上性と摩耗性を向上したミニバン専用スタッドレスタイヤ「ウィンタートラ

ンパス ＭＫ３」を発売した。また、欧州市場で先行発売し好評のスポーツタイヤ「プロクセス Ｔ１Ｒ」を日本

国内でも発売し、顧客ニーズに応えた。一方、トラック・バス用タイヤの分野では、国内他社に先駆けて、低燃

費のスタッドレスタイヤ「ゼロシス Ｍ９６６」を発売し、経済環境に対応した商品として評価された。また、ト

ラック・バス用低燃費タイヤ「ゼロシス Ｍ１６６」、「ゼロシス Ｍ６６６」のサイズバリエーションを増や

し、運輸業態などのユーザーの要望に対応した。その結果、販売量については前年同期並みとなったが、売上高

については高付加価値商品の拡販などにより前年同期を上回った。 

海外市場については、ＲＶタイヤ分野でトップブランドの評価を得ている「トーヨー・オープンカントリー」

シリーズのウィンター仕様「オープンカントリー Ｗ／Ｔ」を発売し、幅広い顧客要望に応えた。また、欧州向け

大口径タイヤ「プロクセス」ブランドのウィンターシリーズとして３代目商品となる「スノープロックス Ｓ９５

２」を発売するとともに、気象条件の厳しい北欧向けのスノータイヤ「オブザーブ Ｇ１Ｓ ｐｌｕｓ」を市場投

入した。さらに北米のニッチ市場で圧倒的な評価を得ている「ニットー」ブランドでは、ロードレース用タイヤ

「ＮＴ０１」を発売した。その結果、北米をはじめ主要市場での販売は好調に推移し、為替が期首想定よりも円

安であったこともあり販売量・売上高ともに、前年同期を大きく上回った。 

  



② 化工品事業 

化工品事業の売上高は、２１０億７３百万円（前年同期比２６億７８百万円増、１４．６％増）で、全売上高

の１４．９％を占めており、営業利益は６億５５百万円（前年同期は営業損失３億７百万円）となった。 

主要商品別の状況をみると、ゴム系資材分野については、橋梁用ゴム支承が公共工事の減少の影響を受けた

が、建築用免震ゴムにおける大型物件の完工と鉄道車両向け防振ゴムおよび空気ばねの受注増により好調に推移

した。また、ＯＡ機器部品についても堅調に推移し、全体としては、前年同期を上回った。 

ウレタン系資材分野では、硬質ウレタン製品においては、新工法ＬＮＧ（液化天然ガス）タンク工事物件の完

工や、農畜舎用断熱ボードの受注増の他、住宅用断熱ボード・結露工事用ウレタン原液も好調に推移した。反

面、軟質ウレタン製品では家具・寝具・介護の各分野において市場低迷の影響を受け、伸び悩んだが、全体とし

て売上高は前年同期を上回った。 

  

③ 自動車部品事業 

自動車部品事業の売上高は、２７３億円（前年同期比２億６５百万円増、１．０％増）で、全売上高の１９．

３％を占めており、営業損失は６億１３百万円（前年同期は営業利益９０百万円）となった。 

主要商品別の状況をみると、防振ゴムについては、当社品装着台数の増加や北米生産子会社の生産拡大もあり

売上高は増加した。また、シートクッションについても、新規受注増により売上高は大幅に増加した。その他自

動車部品の売上高は減少したが、全体として売上高は前年同期を上回った。 

  

④ その他事業 

その他事業においては、主としてグループ内の金融収支の改善や不動産事業の運営に取り組んだ。その結果、

売上高は７億９６百万円（前年同期比２２百万円減、２．７％減）、営業利益は１億９９百万円（前年同期比４

４百万円減、１８．１％減）となった。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。 

① 日本 

日本においては、企業収益の改善や個人消費の回復も見られたが、原材料価格の高騰や公共投資の抑制など厳

しい状況の中、コア事業への経営資源の集中、事業構造改革の推進などを推し進め、経営効率の改善などを図っ

た。その結果、売上高は８９９億７５百万円（前年同期比５９億３３百万円増、７．１％増）、営業利益は５１

億７百万円（前年同期比１９億２６百万円増、６０．５％増）となった。 

  



② 北米 

北米においては、ＲＶ用タイヤ分野におけるトップブランド商品及びニッチ市場で圧倒的な評価を得ている

「ニットー」ブランド商品を発売し、さらなるブランドポジションの向上につとめた。その結果、売上高は３９

３億２百万円（前年同期比５６億５４百万円増、１６．８％増）となったが、為替の影響などにより、営業利益

は２８百万円（前年同期比９億２４百万円減、９７．１％減）となった。 

  

③ その他 

その他地域においては、欧州市場において、「プロクセス」ブランドのウィンターシリーズとなる３代目商品

を発売するとともに、北欧向けのスノータイヤを市場投入した。その結果、売上高は１２０億７３百万円（前年

同期比１６億６７百万円増、１６．０％増）、営業利益は８億６８百万円（前年同期比２億９７百万円増、５

２．０％増）となった。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による増加が９８億９７百万円となり、投資活

動による減少が１１３億２６百万円となったため、純現金収支（フリーキャッシュ・フロー）としては１４億２

９百万円のマイナスとなった。財務活動においては５億８４百万円の増加となった。以上の結果、当中間連結会

計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の減少額を合わせ８５億６７百万円となり、前連

結会計年度末と比べて１２億３６百万円減少した。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が５２億２１百万円となったことに加え、減

価償却費７９億１４百万円、売上債権の減少額６９億２０百万円などの増加要因、及び法人税等の支払額４２億

６５百万円、棚卸資産の増加額２１億７２百万円などの減少要因により、９８億９７百万円の増加（前年同期比

３６億９百万円増）となった。 

  

(投資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・フローは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出などの減少要因によ

り、１１３億２６百万円の減少（前年同期比２１億５３百万円増）となった。 

  

(財務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・フローにおいては、長期借入金の返済及び配当金の支払いなどがあったものの、

コマーシャル・ペーパーの増加、長期借入れ及び社債発行による調達があり、５億８４百万円の増加（前年同期

比１７億５８百万円減）となった。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

(注) １ 金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去している。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当社グループは製品の性質上、原則として需要見込生産方式を採っている。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去している。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産金額(百万円) 前年同期比(％) 

タイヤ 69,097 5.7 

化工品 14,833 17.7 

自動車部品 20,973 6.4 

合計 104,904 7.4 

事業の種類別セグメントの名称 販売金額(百万円) 前年同期比(％) 

タイヤ 92,181 12.6 

化工品 21,073 14.6 

自動車部品 27,300 1.0 

その他 796 △2.7 

合計 141,352 10.3 



４ 【経営上の重要な契約等】 

  

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、長期ビジョンに基づき、基本戦略を次世代への挑戦とし、タイヤ・振動制御・断

熱技術を核として、基本技術の深耕、強化を図り、オンリーワン技術を生み出す技術開発に鋭意努力している。新商

品開発においては、先進的なシミュレーション技術を駆使した商品開発を推進し、新工法開発ではグローバルな市場

ニーズに対応した新生産方式の開発を積極的に進めている。 

なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は５４億７０百万円である。うち、技術開発センターで行っ

ている各事業部門に配分できない基礎研究の費用は４億円である。 

  

事業の種類別セグメントの研究開発活動は次の通りである。 

(1) タイヤ事業 

安全・環境に対応し、安全性と居住性の向上・生産性の向上・コスト低減・低燃費軽量化等に関係する要素技術の

進化に加え、最先端のＩＴ環境を備えたテクニカルセンターにおいて、より高度で効率的な研究開発活動を目指し、

タイヤ挙動とクルマの挙動の解析を結び付けたタイヤ設計技術及びタイヤ騒音改善の独自技術のシミュレーションに

よる開発により、高精度に性能をバランスする短期間開発を推し進めている。 

また、技術開発部門の敷地に「生産技術工房」を建設し、工法や材料の開発における要素技術課題の解決を推し進

めている。 

これらの技術基盤により新しいジャンルに積極的に挑戦し、特に、ＵＳＡ市場では顧客満足度調査機関や雑誌にお

いて高い評価を得ていることを受け、現地に高品質かつ省スペース、多品種少量生産、自動化を特長とする当社独自

の新工法を導入した最新鋭の工場を建設し、２００６年初から本格稼動させる。 

２００５年度の商品として、乗用車系では、国内向けには、ミニバン専用スタッドレスタイヤ「Ｗｉｎｔｅｒ Ｔ

ＲＡＮＰＡＴＨ ＭＫ３」、快適空間にエコロジー＆エコノミーをプラスした偏平シリーズ「ＴＯＹＯ ＴＥＯ ｐ

ｌｕｓ」を開発した。 海外向けには、欧州向けに、スノー性とＷＥＴ性を向上した乗用車用タイヤ「ＳＮＯＷＰＲ

ＯＸ Ｓ９５２」とＳＵＶ用タイヤ「ＯＰＥＮ ＣＯＵＮＴＲＹ Ｗ／Ｔ」、気象条件の厳しい北欧向けスノータイ

ヤ「ＯＢＳＥＲＶＥ Ｇ１Ｓ ｐｌｕｓ」、北米向けに、ロードレース用タイヤ「ＮＩＴＴＯ ＮＴ０１」を開発し

た。 

また、ドラッグレース向けに「ＤＲＡＧ ＳＬＩＣＫ」を開発し、出走ドライバーをサポートし、好成績を収めて

いる。乗用車用ランフラットタイヤについては、独自方式によるセルフサポートタイヤを開発し、加えて、サポート

リング方式では、ミシュラン社と技術供与契約を締結したＰＡＸ Ｓｙｓｔｅｍでの生産準備も進めている。 



トラック&バス用タイヤでは、トラック・バス用タイヤ新基盤技術として「経済性（Economy）」・「低燃費

（Energy）」・「耐久力（Endurance）」・「環境（Ecology）」の４つのＥをバランス良く向上させる「ｅ-ｂａｒａ

ｎｃｅ」を確立した。 国内向けには、e-balanceを採用した高速路線バス＆観光バス専用タイヤ「Ｍ１３９」と市内

循環 低床路線バス専用タイヤ「Ｍ６２８」、トラック・バス用低燃費スタッドレスタイヤ「Ｍ９６６ ＺＥＲＯＳＹ

Ｓ」を開発した。 海外向けには、偏平７０シリーズと６０シリーズの商品ラインを拡大した。 

当事業に係る研究開発費は、３３億４７百万円である。 

  

(2) 化工品事業 

振動制御分野では、国内の次期新幹線への展開はもとより、海外では中国、台湾、北米、ＥＵ向けと積極的な受注

活動を行った結果、鉄道車両用防振装置のグローバル展開が進んだ。解析・シミュレーション技術と信頼性評価技術

の整合性検証を中心にした基盤技術追求の成果である。 

一般ゴム型物商品群においても、新材料開発や解析、あるいは製品毎に設定した専用信頼性評価によって客先の高

い評価を獲得、耐熱ゴム材料によるフィルタープレス部品の受注拡大や建設機械関連防振ゴムの上市につながった。

またコスト競争力を更に高めるべく新たな生産技術の開発を推進している。 

高機能分野では、高画質カラーレーザープリンタに対応した２つのＯＡ機器事業において、高精度・高品質を達成

する新工法による新商品開発で成果を得た。クリーニングブレード事業では、中国新工場を拡張し、高精密加工生産

技術導入により、一貫生産ラインの量産準備が整った。転写ベルト事業でも生産能力を増強した新生産ラインを安定

稼動させ売上を伸ばした。また、環境・エネルギー分野に貢献する商品開発にも成果を得ている。環境土木分野で

は、雨水貯留浸透システムの新商品「ＴＵＴＴ」を開発し販売を開始した。ポリプロピレン樹脂による貯留ブロック

をジャングルジム構造とすることにより、点検・清掃の維持管理を容易にした点が特長である。 

引布加工商品分野では、バイオマス資源から生産されるメタンガスを貯留する球形状のバイオマスガス用ガスホル

ダーを拡大展開し、数多くの引合いに対応している。また、ＩＴ分野の新規事業であるＣＭＰ装置用研磨パッドは、

新工場が順調に稼動、多くのユーザーの採用を得て売上を伸ばした。今後はアジア地域での受注活動も積極展開して

いく。 

硬質ウレタン商品分野では、ＨＣＦＣフロン発泡剤からオゾン層破壊係数０のＨＦＣ発泡剤への切り替えが完了し

た。さらに京都議定書の発効をはじめとして、今後いっそう強化される地球温暖化対策に対応するため、発泡剤のノ

ンフロン化技術の開発に力を注いでいる。これまで貯蔵安定性や施工性でノンフロン化が難しいとされていた断熱材

スプレー分野においても、新たなノンフロンスプレー技術を開発した。今後本格的な販売を開始し、硬質ウレタンフ

ォーム分野における当社シェアの更なるアップをめざす。 

軟質ウレタン商品分野では、快適性向上素材の開発を行なっており、超高通気低反撥フォームと高触感フォーム

「夢ｎｅｗ力（ムニューリョク）」を開発した。これらの素材は体圧分散性・通気性・吸放湿性等、寝具として要求

される性能を非常に高い次元で満たしており、大手寝具メーカーから注目を集めている。今後、寝具の用途で本格的

に採用される見込みである。 

当事業に係る研究開発費は、８億１３百万円である。 

  



(3) 自動車部品事業 

防振ゴム分野では、次のような取組みを行っている。 

２００２年操業開始の北米防振ゴム製造会社（TOYO AUTOMOTIVE PARTS (USA), INC.）に続くグローバル拠点とし

て、中国・広州に設立した防振ゴム製造会社（TOYO AUTOMOTIVE PARTS (Guangzhou), INC.）では、２００６年初操業

開始を目標に、設備設営、生産準備を進めている。 

また、欧州防振ゴムメーカーとの提携による日欧米でのグローバル戦略車の共同開発を推進し、北米、中国での量

産化、並びに、次期モデルでの受注活動を進めている。 

シャシー並びにエンジン懸架系のシステム開発では、シミュレーション・評価技術の充実を進め、先行開発段階か

らの設計への適用を推進し、開発リードタイムの一層の短縮に取り組んでいる。 

また、燃費低減・運動性能向上に貢献する軽量化部品や、上級車市場向けの次世代アクティブコントロールマウン

ト等の高機能製品の開発に取り組んでいる。 

モジュール化の動きに対応して、タイヤ事業技術部門、コーポレート戦略企画室並びに技術開発センターと協同

で、乗り心地、操縦安定性、振動騒音等の課題に対応する、次世代型サスペンションの研究・開発を継続して進めて

いる。 

原材料の値上げ等の原価上昇圧力に対して、工法改革、材料の現地調達化・グローバル調達化、等を推進し、コス

トダウンに取り組んでいる。 

シートクッション分野では、機能・デザイン・コストの調和を計った設計を推進しながら、一層のＶＥ（Value 

Engineering）を進めている。 

当事業に係る研究開発費は、９億８百万円である。 

  

(4) その他事業 

該当事項なし。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はな

い。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除去、売却等の計画はない。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月15日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 209,284,712 同左

大阪証券取引所
(市場第一部) 
東京証券取引所 
(市場第一部) 
名古屋証券取引所 
(市場第一部) 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 209,284,712 同左 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
（百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

― 209,284 ― 23,974 ― 21,997



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

  

２ 野村證券株式会社並びにその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社及び、野村信託銀行株式会社から平成

17年６月15日付で提出された大量保有報告書により、平成17年５月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受け

ているが、当社として当中間会計期末時点における所有株式数の確認ができていないので、上記大株主の状況には含めて

いない。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

  

  

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本トラスティ・サービス信託銀行 
株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 24,617 11.76

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 16,281 7.77

トヨタ自動車株式会社 豊田市トヨタ町１番地 9,549 4.56

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦３丁目21番24号 8,828 4.21

東洋紡績株式会社 大阪市北区堂島浜２丁目２番８号 7,042 3.36

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 6,349 3.03

資産管理サービス信託銀行株式 
会社 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 6,092 2.91

横浜ゴム株式会社 東京都港区新橋５丁目36番11号 4,000 1.91

日興シティ信託銀行株式会社 東京都品川区東品川２丁目3番14号 3,214 1.53

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 3,123 1.49

計 ― 89,098 42.57

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 24,617千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 16,281

資産管理サービス信託銀行株式会社 6,092

日興シティ信託銀行株式会社 3,214

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 459 0.22

野村アセットマネジメント株式
会社 

東京都中央区日本橋一丁目12番１号 11,270 5.39

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 50 0.02



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、7,000株(議決権７個)含まれている。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 
普通株式  181,000 
(相互保有株式) 
普通株式   89,000 

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式208,076,000 208,076 同上 

単元未満株式 普通株式  938,712 ― 同上 

発行済株式総数 209,284,712 ― ― 

総株主の議決権 ― 208,076 ― 

自己株式   174株

保有株式 ㈱エーゼーゴム洋行 123株

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
東洋ゴム工業株式会社 

大阪市西区江戸堀 
１－17－18 

181,000 ― 181,000 0.08

(相互保有株式) 
株式会社エーゼーゴム洋行 

大阪市中央区南船場 
３－３－10 

89,000 ― 89,000 0.04

計 ― 270,000 ― 270,000 0.12

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 376 438 468 481 508 600

最低(円) 353 373 414 432 450 495



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであ

る。 

 役職の移動 

  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

執行役員 
コーポレート戦略企画室長 
経営企画グループ長 

執行役員 
コーポレート戦略企画室長 小野寺 泰男 平成17年10月１日 

執行役員 
人事総務センター管掌 
コンプライアンス管掌 

執行役員 
人事総務センター長 
コンプライアンス管掌 

小川 楠雄 平成17年10月１日 

執行役員 
タイヤカンパニー タイヤ海外 
営業本部長 
タイヤ海外販売第二部長 

執行役員 

タイヤカンパニー タイヤ海外 

営業本部長 
覚野 卓也 平成17年10月１日 

専務執行役員 
管理部門管掌、ＣＦＯ、危機管理

管掌、コンプライアンス管掌 

専務執行役員 
管理部門管掌、ＣＦＯ、危機管理

管掌 
松尾 享 平成17年11月１日 

執行役員 
オリエント工機(株)取締役社長 

執行役員 

人事総務センター管掌 
コンプライアンス管掌 

小川 楠雄 平成17年11月１日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項の

ただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただ

し書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月1日から平成16年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けている。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

現金及び預金    7,152 8,572   9,809 

受取手形及び売掛金    61,640 44,239   51,199 

有価証券    5 ―   5 

棚卸資産    33,358 32,983   30,094 

繰延税金資産    4,778 4,422   4,183 

その他    9,513 20,441   18,533 

貸倒引当金    △1,116 △623   △733 

流動資産合計    115,332 40.6 110,035 37.3   113,092 39.8

Ⅱ 固定資産          

有形固定資産 注1,2        

建物及び構築物   39,497   39,128 39,174   

機械装置及び運搬具   39,732   40,778 40,496   

工具器具及び備品   8,885   9,193 9,224   

土地   22,982   22,601 22,937   

建設仮勘定   2,905 114,002 10,002 121,704 5,092 116,924 

無形固定資産    2,892 2,473   2,774 

投資その他の資産          

投資有価証券 注２ 38,102   46,174 37,397   

長期貸付金   1,165   1,048 1,168   

繰延税金資産   1,912   2,334 2,491   

その他   11,308   11,622 11,254   

子会社株式評価引当金   △75   ― ―   

貸倒引当金   △706 51,707 △757 60,422 △711 51,600 

固定資産合計    168,602 59.4 184,600 62.7   171,299 60.2

Ⅲ 繰延資産    103 0.0 66 0.0   72 0.0

資産合計    284,039 100.0 294,702 100.0   284,464 100.0

           



  

  
  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

支払手形及び買掛金    63,943 62,643   63,573 

コマーシャル・ 
ペーパー    4,000 2,500   ― 

短期借入金 注２  18,103 22,128   22,344 

未払金    16,906 17,165   17,508 

未払法人税等    2,402 2,512   3,720 

繰延税金負債    ― ―   54 

その他    8,810 9,302   9,141 

流動負債合計    114,166 40.2 116,252 39.4   116,342 40.9

Ⅱ 固定負債          

社債    23,000 28,000   23,000 

長期借入金 注２  42,408 31,760   36,170 

預り保証金・敷金 注２  9,500 9,500   9,500 

退職給付引当金    16,611 16,409   17,129 

役員退職慰労引当金    157 159   181 

繰延税金負債    5,253 8,302   4,683 

その他    990 948   972 

固定負債合計    97,922 34.5 95,080 32.3   91,637 32.2

負債合計    212,088 74.7 211,333 71.7   207,979 73.1

           

(少数株主持分)          

少数株主持分    1,623 0.6 1,925 0.7   1,761 0.6

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    23,974 8.4 23,974 8.1   23,974 8.4

Ⅱ 資本剰余金    21,997 7.7 21,997 7.4   21,997 7.7

Ⅲ 利益剰余金    13,769 4.8 19,353 6.6   19,078 6.7

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金    13,574 4.8 18,692 6.3   13,549 4.8

Ⅴ 債権流動化に係る 
評価差額    ― △69 △0.0   △71 △0.0

Ⅵ 為替換算調整勘定    △2,957 △1.0 △2,455 △0.8   △3,764 △1.3

Ⅶ 自己株式    △30 △0.0 △49 △0.0   △39 △0.0

資本合計    70,327 24.7 81,444 27.6   74,723 26.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計    284,039 100.0 294,702 100.0   284,464 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    128,098 100.0 141,352 100.0   269,974 100.0

Ⅱ 売上原価    89,573 69.9 100,405 71.0   187,584 69.5

売上総利益    38,525 30.1 40,946 29.0   82,390 30.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 注１  34,344 26.8 35,491 25.1   70,322 26.0

営業利益    4,180 3.3 5,454 3.9   12,067 4.5

Ⅳ 営業外収益          

受取利息   40   38 73   

受取配当金   234   284 395   

持分法による投資利益   486   280 885   

為替差益   363   585 306   

その他   690 1,815 1.4 562 1,751 1.2 1,375 3,036 1.1

Ⅴ 営業外費用          

支払利息   694   786 1,257   

債権流動化費用   ―   290 ―   

その他   560 1,255 1.0 441 1,518 1.1 1,242 2,500 0.9

 経常利益    4,740 3.7 5,687 4.0   12,603 4.7

Ⅵ 特別利益          

固定資産売却益 注２ 69   388 1,080   

投資有価証券売却益   1,322 1,392 1.1 ― 388 0.3 2,082 3,163 1.2

Ⅶ 特別損失          

固定資産除却損   379   347 924   

減損損失 注３ ―   507 ―   

退職給付会計基準 
変更時差異   1,073 1,453 1.1 ― 855 0.6 2,147 3,072 1.2

税金等調整前 
中間(当期)純利益    4,679 3.7 5,221 3.7   12,694 4.7

法人税、住民税 
及び事業税 注４ 2,379   2,850 5,832   

法人税等調整額   ― 2,379 1.9 ― 2,850 2.1 △780 5,051 1.9

少数株主利益    129 0.1 180 0.1   162 0.0

中間(当期)純利益    2,171 1.7 2,190 1.5   7,480 2.8

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで)

当中間連結会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで)

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   21,997 21,997   21,997

Ⅱ 資本剰余金増加高     

  自己株式処分差益 ― ― ― ― ― ―

Ⅲ 資本剰余金 
中間期末(期末)残高 

  21,997 21,997   21,997

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   13,092 19,078   13,092

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間(当期)純利益 2,171 2,171 2,190 2,190 7,480 7,480

Ⅲ 利益剰余金減少高     

配当金 1,464 1,882 1,464 

役員賞与 30 32 30 

(うち監査役賞与) (3) 1,494 (4) 1,915 (3) 1,494

Ⅳ 利益剰余金 
中間期末(期末)残高 

  13,769 19,353   19,078

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで)

当中間連結会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで)

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 4,679 5,221 12,694

減価償却費  7,704 7,914 15,830

持分法投資利益  △486 △280 △885

外貨換算による 
為替差損益(益△) 

 49 382 △282

退職給付引当金の減少額  ― △732 ―

退職給付会計基準 
変更時差異 

 1,073 ― 2,147

受取利息及び配当金  △274 △322 △469

支払利息  694 786 1,257

固定資産売却益  △69 △388 △1,080

固定資産除却損  379 347 924

減損損失  ― 507 ―

投資有価証券売却益  △1,322 ― △2,082

売上債権の減少額  1,181 6,920 11,314

売上債権流動化に係る 
預け金の増減額(増加△) 

 ― 475 △9,102

棚卸資産の増加額  △6,386 △2,172 △3,812

仕入債務の増減額(減少△)  3,242 △1,613 3,798

その他営業活動による 
増減額 

 △667 △2,708 △681

小計  9,798 14,337 29,572

利息及び配当金の受取額  454 545 648

利息の支払額  △688 △719 △1,320

法人税等の支払額  △3,276 △4,265 △5,381

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 6,288 9,897 23,518



  

  

   
前中間連結会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで)

当中間連結会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで)

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有形固定資産の取得による 
支出 

 △10,326 △11,938 △21,943

有形固定資産の売却による 
収入 

 184 389 1,411

無形固定資産の取得による 
支出 

 △457 △117 △692

無形固定資産の売却による 
収入 

 ― 362 ―

投資有価証券の取得による 
支出 

 △185 △15 △218

投資有価証券の 
売却・償還による収入 

 1,562 5 3,138

連結範囲の変更を伴う 
子会社株式の売却 

 ― △58 ―

その他投資活動による 
増減額 

 50 47 92

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △9,173 △11,326 △18,210

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△） 

 △626 1,258 △1,652

コマーシャル・ペーパーの 
純増減額（減少△） 

 3,500 2,500 △500

長期借入れによる調達  932 500 5,385

長期借入金の返済による 
支出 

 △4,905 △6,699 △10,209

社債発行による調達  4,968 4,967 4,968

配当金の支払額  △1,464 △1,884 △1,464

少数株主への配当金の 
支払額 

 △57 △48 △57

その他財務活動による 
増減額 

 △4 △9 △13

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,342 584 △3,542

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △59 △393 289

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △601 △1,236 2,055

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  7,749 9,804 7,749

Ⅶ 現金及び現金同等物 
中間期末(期末)残高 

注１ 7,148 8,567 9,804

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  
前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

１ 連結の範囲

に関する事

項 

  主要な連結子会社名 

  Toyo Tire(U.S.A)Corp. 

  トーヨーソフラン㈱ 

  トーヨータイヤ関西販売

㈱ 

なお、Toyo Tire North 

 America, Inc.、トーヨ

ー・アドバンスト・テク

ノロジー㈱及び東洋橡塑

（広州）有限公司につい

ては、当中間連結会計期

間において新たに設立し

たことから、当中間連結

会計期間より連結範囲に

含めることとした。 

(1) 連結子会社の数 42社

  主要な連結子会社名 

  Toyo Tire(U.S.A)Corp. 

  トーヨーソフラン㈱ 

  トーヨータイヤ関西販売

㈱ 

なお、Nitto Tire North 

America,Inc.は、平成17

年 ７ 月 に Toyo Tire

(USA) Corp.のニットー

タイヤブランドのタイヤ

販売部門を会社分割（新

設分割）したことによ

り、Toyo  Tyre  (UK) 

Ltd.は、平成17年７月に

Toyo Tire Europe GmbH

の英国支店を会社分割

（新設分割）したことに

より、当中間連結会計期

間から連結の範囲に含め

ることとした。 

また、㈱ティースポーツ

については、平成17年４

月に保有株式を売却した

ことにより連結子会社か

ら除外している。 

平成 17 年 ７ 月 に Toyo 

Banden Nederland B.V.

は Toyo  Tire  Benelux

B.V.に商号変更してい

る。 

(1) 連結子会社の数 43社

  連結子会社名は、「第１ 

企業の概況 ４ 関係会

社の状況」に記載してい

るため、省略した。 

なお、Toyo Tire North 

 America, Inc.、トーヨ

ー・アドバンスト・テク

ノロジー㈱及び東洋橡塑

（広州）有限公司につい

ては、当連結会計年度に

おいて新たに設立したこ

とから、当連結会計年度

より連結範囲に含めるこ

ととした。 

(1) 連結子会社の数 42社

  (2) 主要な非連結子会社の名

称等 

  主要な非連結子会社 

  日東タイヤ販売㈱ 

  ソフラン西日本化工㈱ 

(2) 主要な非連結子会社の名

称等 

  主要な非連結子会社 

  日東タイヤ販売㈱ 

  ソフラン西日本化工㈱ 

(2) 主要な非連結子会社の名

称等 

  主要な非連結子会社 

  日東タイヤ販売㈱ 

  ソフラン西日本化工㈱ 

  (連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社はその総資産合

計、売上高合計、中間純損益

合計及び利益剰余金等(持分

に見合う額)のいずれもが小

規模であり、重要性に乏しい

ので連結範囲から除外してい

る。 

(連結の範囲から除いた理由) 

同左 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社はその総資産合

計、売上高合計、当期純損益

合計及び利益剰余金等(持分

に見合う額)のいずれもが小

規模であり、重要性に乏しい

ので連結範囲から除外してい

る。 



  

  
前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

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 
７社 

  主要な会社名 
  日本ジャイアントタイヤ

㈱ 
  正新橡膠(中国)有限公司 

(1) 持分法適用の関連会社数 
 ７社 

  主要な会社名 
  日本ジャイアントタイヤ
㈱ 

  正新橡膠(中国)有限公司 

(1) 持分法適用の関連会社数 
７社 

  主要な会社等の名称 
  日本ジャイアントタイヤ
㈱ 

  正新橡膠(中国)有限公司 
  (2) 持分法を適用していない

非連結子会社(日東タイ
ヤ販売㈱ほか)及び関連
会社(南九州トーヨータ
イヤ㈱ほか)は、いずれ
も中間純損益及び利益剰
余金等に及ぼす影響が軽
微であり、全体として重
要性がないため持分法を
適用していない。 

(2)     同左 (2) 持分法を適用していない
非連結子会社(日東タイ
ヤ販売㈱ほか)及び関連
会社(南九州トーヨータ
イヤ㈱ほか)は、いずれ
も当期純損益及び利益剰
余金等に及ぼす影響が軽
微であり、全体として重
要性がないため持分法を
適用していない。 

  (3) 持分法適用会社のうち、
中間決算日が中間連結決
算日と異なる会社につい
ては、各社の中間会計期
間に係る中間財務諸表を
使用している。 

(3)     同左 (3) 持分法適用会社のうち、
決算日が連結決算日と異
なる会社については、各
社の事業年度に係る財務
諸表を使用している。 

３ 連結子会社
の中間決算
日(決算日)
等に関する
事項 

連結子会社のうち、 
Toyo  Banden  Nederland 
B.V.、Toyo  Rubber 
(Malaysia)  SDN.BHD.、Toyo 
Automotive  Parts  (USA), 
Inc.、東洋輪胎(上海)貿易有
限公司、NT Mexico SRL de 
CV、東洋護謨化工(香港)有限
公司(Toyo Rubber Chemical 
& Industrial Products (HK) 
Limited)、Toyo Tire North 
 America, Inc.及び東洋橡塑
（広州）有限公司の中間決算
日は６月30日である。中間連
結財務諸表作成にあたっては
同日現在の中間財務諸表を使
用し、中間連結決算日との間
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
ている。 

連結子会社のうち、以下の15
社の中間決算日は６月30日で
ある。 
Toyo Tire Benelux B.V. 
Toyo  Rubber  (Malaysia) 
SDN.BHD. 
Toyo  Automotive  Parts 
(USA), Inc. 
東洋輪胎(上海)貿易有限公司 
NT Mexico SRL de CV 
東洋護謨化工(香港)有限公司 
Toyo Tire North  America, 
Inc. 
東洋橡塑（広州）有限公司 
Toyo Tire (USA) Corp. 
Toyo Tyre & Rubber 
Australia Limited. 
Toyo Tire Canada Inc. 
Toyo Tire Europe GmbH 
Toyo Tire International 
Inc. 
Nitto  Tire  North 
 America,Inc. 
Toyo Tyre (UK) Ltd. 
中間連結財務諸表作成にあた
っては同日現在の中間財務諸
表を使用し、中間連結決算日
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
を行っている。 

連結子会社のうち、以下の13
社の決算日は12月31日であ
る。 
Toyo Banden Nederland B.V. 
Toyo  Rubber  (Malaysia) 
SDN.BHD. 
Toyo  Automotive  Parts 
(USA), Inc. 
東洋輪胎(上海)貿易有限公司 
NT Mexico SRL de CV 
東洋護謨化工(香港)有限公司 
Toyo Tire North  America, 
Inc. 
東洋橡塑（広州）有限公司 
Toyo Tire (USA) Corp. 
Toyo Tyre & Rubber 
Australia Limited. 
Toyo Tire Canada Inc. 
Toyo Tire Europe GmbH 
Toyo Tire International 
Inc. 
このうち、以下の5社は当連
結会計年度より決算日を3月
31日から12月31日に変更して
いる。 
Toyo Tire (USA) Corp. 
Toyo Tyre & Rubber 
Australia Limited. 
Toyo Tire Canada Inc. 
Toyo Tire Europe GmbH 
Toyo Tire International 
Inc. 
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い
る。 



  

  
前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

４ 会計処理基

準に関する

事項 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  …中間決算日の市場価格

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

主として移動平均法によ

り算定している。) 

  時価のないもの 

  …移動平均法による原価

法 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ①有価証券 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  …決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は主と

して移動平均法により算

定している。) 

  時価のないもの 

  …移動平均法による原価

法 

   ②デリバティブ 

  …時価法 

 ②デリバティブ 

同左 

 ②デリバティブ 

同左 

   ③棚卸資産 

  …主として総平均法によ

る原価法 

 ③棚卸資産 

同左 

 ③棚卸資産 

同左 

  (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ①有形固定資産 

  建物 

  …定額法 

  その他の有形固定資産 

  …主として定率法 

   (ただし工具器具及び

備品については主とし

て定額法) 

 なお、耐用年数及び残存価

額については、主として、

法人税法に定める方法と同

一の基準によっている。 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ①有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ①有形固定資産 

同左 

   ②無形固定資産 

  定額法 

 ②無形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

同左 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

  債権に対する貸倒損失に

備えるものであり、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、回収不能見込額を計

上している。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

同左 



  

  
前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

   ②退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

上している。 

  なお、会計基準変更時差

異は５年償却とし、当連

結会計年度負担分の２分

の１を特別損失に計上し

ている。 

  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(主として15年)

による定額法により按分

した額を翌連結会計年度

から費用処理することと

している。 

 ②退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

上している。 

  なお、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(主とし

て15年)による定額法に

より按分した額を翌連結

会計年度から費用処理す

ることとしている。 

 ②退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき計上している。 

  なお、会計基準変更時差

異は５年償却とし、当連

結会計年度負担分を特別

損失に計上している。 

  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(主として15年)

による定額法により、翌

連結会計年度から費用処

理することとしている。 

   ③役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、年間見

積額(内規に基づく期末

要支給額の100％)を期間

按分により計上してい

る。 

 ③役員退職慰労引当金 

同左 

 ③役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、内規に

基づく期末要支給額の

100％を計上している。 

   ④子会社株式評価引当金 

  非連結子会社への投資に

対する損失に備えるた

め、資産内容等を勘案し

て計上している。 

 ④   ――― 

  

 ④   ――― 

 (追加情報) 

当連結会計年度におい

て、子会社株式の実質

価額の回復可能性が長

期に及ぶと判断し、引

当金を取崩し、減損処

理している。 

  (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

理によっている。 

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

同左 



  

  
前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

  (5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

  主として繰延ヘッジ処理

を採用している。為替予

約については振当処理

を、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を

満たしている場合は特例

処理を採用している。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

同左 

   ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約・ 

通貨オプション

外貨建金銭 

債権債務 

金利スワップ・

金利オプション

借入金及び 

社債 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

   ③ヘッジ方針 

  主として当社の内部規定

である「財務リスク管理

規定」に基づき為替変動

リスク及び金利変動リス

クをヘッジしている。 

 ③ヘッジ方針 

同左 

 ③ヘッジ方針 

同左 

   ④ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段とヘッジ対象

について、相場変動額ま

たはキャッシュ・フロー

変動額を、ヘッジ期間全

体にわたり比較し、有効

性を評価している。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段とヘッジ対象

について、相場変動額ま

たはキャッシュ・フロー

変動額を、ヘッジ期間全

体にわたり比較し、有効

性を評価することとして

いる。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (6) 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっている。 

(6) 消費税等の会計処理 

同左 

(6) 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キ

ャッシュ・

フロー計算

書(連結キ

ャッシュ・

フロー計算

書)におけ

る資金の範

囲 

中間連結キャッシュ・フロー

計算書において資金の範囲に

含めた現金及び現金同等物

は、手許資金及び要求払預金

のほか、取得日より３ヶ月以

内に満期日が到来する定期性

預金及び取得日より３ヶ月以

内に償還日が到来する容易に

換金可能で、かつ価値変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない短期投資からなる。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書において資金の範囲に含め

た現金及び現金同等物は、手

許資金及び要求払預金のほ

か、取得日より３ヶ月以内に

満期日が到来する定期性預金

及び取得日より３ヶ月以内に

償還日が到来する容易に換金

可能で、かつ価値変動につい

て僅少なリスクしか負わない

短期投資からなる。 



  
会計処理の変更 

  

  

  
前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

１ 在外連結子

会社の収益

及び費用の

本邦通貨へ

の換算基準 

在外連結子会社の収益及び費

用は、従来当該子会社の決算

日の為替相場により換算して

いたが、当中間連結会計期間

より期中平均相場により換算

する方法に変更している。 

この変更は、在外連結子会社

の重要性が増加してきたこと

に伴い、連結会計期間を通じ

て発生する収益及び費用の各

項目に対して、より実態に即

した換算を行うために行った

ものである。 

この変更に伴い、従来と同じ

方法によった場合に比べ、売

上高は919百万円、経常利益

は38百万円、税金等調整前中

間純利益は23百万円減少して

いる。 

なお、セグメント情報に与え

る影響は(セグメント情報)に

記載している。 

――― 在外連結子会社の収益及び費

用は、従来当該子会社の決算

日の為替相場により換算して

いたが、当連結会計年度から

期中平均相場により換算する

方法に変更した。この変更は

在外連結子会社の重要性が増

加してきたことに伴い、連結

会計年度を通じて発生する収

益及び費用の各項目に対し

て、より実態に即した換算を

行うためのものである。 

この変更に伴い、従来の方法

に比べて、売上高は1,381百

万円増加、経常利益は1百万

円増加し、税金等調整前当期

純利益は4百万円減少してい

る。なお、セグメントに与え

る影響は(セグメント情報)に

記載している。 

２ 固定資産の

減損に係る

会計基準 

――― 当中間連結会計期間から、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）を適用している。これ

により特別損失「減損損失」

が507百万円増加し、税金等

調整前中間純利益が同額減少

している。 

なお、減損損失累計額は、改

正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額か

ら直接控除している。 

――― 



表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間 
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

――― （中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」

に含めて表示していた「債権流動化費用」は、当中間

連結会計期間において営業外費用の総額の100分の10を

超えたため区分掲記している。なお、前中間連結会計

期間の営業外費用の「その他」に含まれている「債権

流動化費用」は75百万円である。 

――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「退職給付引当

金の減少額」は、前中間連結会計期間は「その他営業

活動による増減額」に含めて表示していたが、「退職

給付会計基準変更時差異」に該当する金額がなくなっ

たことを機に区分掲記した。なお、前中間連結会計期

間の「その他営業活動による増減額」に含まれている

「退職給付引当金の減少額」は724百万円である。 



追加情報 

  

  

前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上してい

る。 

この結果、販売費及び一般管理費が

153百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益

が、153百万円減少している。 

――― 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年3月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年2月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上している。 

この結果、販売費及び一般管理費が

327百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益

が、327百万円減少している。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

注１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

185,695百万円 

注１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

197,313百万円 

注１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

191,196百万円 

      

注２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

の通りである。 

工場抵当法による担保物件 
建物及び構築物、機械装置 
工具器具及び備品、土地 

  計21,612百万円

注２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

の通りである。 

工場抵当法による担保物件
建物及び構築物、機械装置 
工具器具及び備品、土地 

  計21,189百万円

注２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

の通りである。 

工場抵当法による担保物件 
建物及び構築物、機械装置 
工具器具及び備品、土地 

計21,667百万円

      

その他の 
有形固定資産 

10,481百万円

投資有価証券 9,137百万円

その他の
有形固定資産 

9,920百万円

投資有価証券 11,064百万円

その他の
有形固定資産 

10,277百万円

投資有価証券 8,406百万円

      

   担保付債務は、次の通りであ

る。 

   (一年内返済予定分含む。) 

短期借入金 400百万円

長期借入金 21,701百万円

預り保証金 

・敷金 
9,500百万円

   担保付債務は、次の通りであ

る。 

   (一年内返済予定分含む。) 

  

長期借入金 16,922百万円

預り保証金 

・敷金 
9,500百万円

   担保付債務は、次の通りであ

る。 

   (一年内返済予定分含む。) 

  

長期借入金 19,342百万円

預り保証金 

・敷金 
9,500百万円

      

３ 偶発債務 

   (1)保証債務 

正新橡膠(中国) 
有限公司 

416百万円

(3,750千US＄)

厦門正新海燕輪胎 
有限公司 

777百万円

(7,000千US＄)

従業員(住宅資金) 1百万円

トーヨーリトレッド㈱ 

  266百万円

㈱トーヨータイヤ南港サービ
スセンター 

  －百万円

合計 1,463百万円

３ 偶発債務 

   (1)保証債務 

正新橡膠(中国)
有限公司 

141百万円

(  1,250千US＄)

厦門正新海燕輪胎
有限公司 

2,264百万円

(   20,000千US＄)

従業員(住宅資金) 1百万円

トーヨーリトレッド㈱

  247百万円

合計 2,655百万円

３ 偶発債務 

      (1)保証債務 

正新橡膠(中国)
有限公司 

268百万円

(2,500千US＄)

厦門正新海燕輪胎
有限公司 

1,073百万円

(10,000千US＄)

従業員(住宅資金) 1百万円

トーヨーリトレッド㈱ 

  257百万円

合計 1,601百万円

   (2)債権流動化に伴う 

     買戻義務限度額 

  1,305百万円

   (2)債権流動化に伴う 

     買戻義務限度額 

  1,617百万円

   (2)債権流動化に伴う 

     買戻義務限度額 

  2,188百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

注１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

通りである。 

貸倒引当金 
繰入額 

19百万円

退職給付費用 606百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

28百万円

運賃・梱包費 8,670百万円

給料・手当 10,702百万円

注１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

通りである。 

貸倒引当金
繰入額 

15百万円

退職給付費用 578百万円

役員退職慰労
引当金繰入額 

22百万円

運賃・梱包費 9,330百万円

給料・手当 11,141百万円

注１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

通りである。 

貸倒引当金
繰入額 

―百万円

退職給付費用 1,210百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

52百万円

運賃・梱包費 17,813百万円

給料・手当 22,076百万円

      

注２ 固定資産売却益は、主として

土地の売却(愛知県名古屋市)

によるものである。 

注２ 固定資産売却益は、主として

商標権の売却によるものであ

る。 

注２ 固定資産売却益は、主として

土地の売却(兵庫県伊丹市、

埼玉県戸田市ほか)によるも

のである。 



  
前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

注３     ――― 注３ 減損損失 

   当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失

を計上した。   

（経緯）  

上記の資産グループについて

は、帳簿価額に対し市場価格

が下落しており、今後の使用

可能見込みが未確定なため

（一部は売却済み）、帳簿価

額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上した。 

（グルーピングの方法） 

当社グループは、内部管理上

採用している事業区分を基礎

として事業用資産をグルーピ

ングしており、売却等処分の

意思決定がされた資産及び将

来の使用が見込まれていない

遊休資産は個々の物件単位で

グルーピングを行っている。 

（回収可能価額の算定方法等） 

なお、当該資産グループの回

収可能価額は、原則として不

動産鑑定評価額に基づき算定

した正味売却価額から処分費

用見込み額を控除した金額で

算定しており、重要性のない

物件については、固定資産税

評価額に基づき算定した正味

売却価額によっている。 

用途 種類 場所 金額

遊休 
資産 

土地・
建物 

東京都世田
谷区 

300

土地 

愛知県東海
市、神奈川
県伊勢原市
ほか７件 

207

合計 507

注３     ――― 



  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

注４ 法人税等の表示方法 

   当中間連結会計期間における

税金費用については、簡便法

により計算しているため、法

人税等調整額は「法人税、住

民税及び事業税」に含めて表

示している。 

注４     同左 注４     ――― 

前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

注１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

(平成16年９月30日現在) 

現金及び 
預金勘定 

7,152百万円

預入期間が３ 
ヶ月を超える 
定期預金 

△4百万円

現金及び 
現金同等物 

7,148百万円

注１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び
預金勘定 

8,572百万円

預入期間が３
ヶ月を超える 
定期預金 

△4百万円

現金及び
現金同等物 

8,567百万円

注１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

  

(平成17年３月31日現在) 

現金及び
預金勘定 

9,809百万円

預入期間が３ 
ヶ月を超える 
定期預金 

△4百万円

現金及び
現金同等物 

9,804百万円



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

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 

 (借主側) 

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中間

期末残高相当額 

 (借主側) 

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中間

期末残高相当額 

 (借主側) 

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 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具 1,766 697 1,068

工具器具 
及び備品 1,448 679 769

その他 321 52 269

合計 3,537 1,430 2,107

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具 2,940 1,255 1,685

工具器具 
及び備品 3,031 1,007 2,024

その他 1,701 87 1,613

合計 7,674 2,350 5,323

取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬具

1,730 803 926

工具器具
及び備品 2,935 764 2,170

その他 323 74 248

合計 4,989 1,643 3,346

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

一年内 626百万円

一年超 1,480百万円

合計 2,107百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

一年内 1,182百万円

一年超 4,140百万円

合計 5,323百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

一年内 922百万円

一年超 2,423百万円

合計 3,346百万円

  なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残

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

いる。 

同左   なお、取得価額相当額及び未経

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

法により算定している。 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 324百万円

減価償却費相当額 324百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 612百万円

減価償却費相当額 612百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 834百万円

減価償却費相当額 834百万円

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

ている。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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 

(借主側) 

  未経過リース料 

一年内 66百万円

一年超 82百万円

合計 148百万円

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

  未経過リース料 

一年内 161百万円

一年超 2,603百万円

合計 2,765百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

一年内 170百万円

一年超 2,683百万円

合計 2,853百万円

(貸主側) 

  未経過リース料 

一年内 1,185百万円

一年超 20,152百万円

合計 21,337百万円

(貸主側) 

  未経過リース料 

一年内 1,185百万円

一年超 18,966百万円

合計 20,152百万円

 (貸主側) 

  未経過リース料 

一年内 1,185百万円

一年超 19,559百万円

合計 20,745百万円



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成16年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

(当中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

区分 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借
対照表計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 11,018 33,855 22,836

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 5 5 ―

その他 ― ― ―

(3) その他 78 93 15

合計 11,102 33,953 22,851

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

非上場株式 3,574

(2) その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 582

非上場国内債券 ―

区分 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借
対照表計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 11,069 41,893 30,824

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 78 118 40

合計 11,147 42,012 30,864

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

非上場株式 3,560

(2) その他有価証券 

非上場株式 601

非上場国内債券 ―



(前連結会計年度末)(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成16年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1) 通貨関連 

外貨建債権は、先物為替予約が付されていることにより決済時における円貨額が確定し、中間連結貸借対照表に

おいて当該円貨額で表示されているため記載を省略している。 

(2) 金利関連 

金利スワップ取引は、ヘッジ会計を適用しているため記載を省略している。 

  

(当中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1) 通貨関連 

外貨建債権は、先物為替予約が付されていることにより決済時における円貨額が確定し、中間連結貸借対照表に

おいて当該円貨額で表示されているため記載を省略している。 

(2) 金利関連 

金利スワップ取引は、ヘッジ会計を適用しているため記載を省略している。 

  

(前連結会計年度末)(平成17年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1) 通貨関連 

外貨建債権は、先物為替予約が付されていることにより決済時における円貨額が確定し、連結貸借対照表におい

て当該円貨額で表示されているため記載を省略している。 

(2) 金利関連 

金利スワップ取引は、ヘッジ会計を適用しているため記載を省略している。 

前へ     

区分 
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) 

(1) 株式 10,433 33,240 22,807

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 5 5 ―

その他 ― ― ―

(3) その他 78 100 22

合計 10,516 33,345 22,829

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

非上場株式 3,472

(2) その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 581

非上場国内債券 ―



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで) 

  

  

当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) 

  

  

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

  

  

  
タイヤ 
(百万円) 

化工品 
(百万円) 

自動車部品
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全 
社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

81,848 18,395 27,035 818 128,098 ― 128,098

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

35 14 ― 246 296 (296) ―

計 81,884 18,410 27,035 1,064 128,394 (296) 128,098

営業費用 77,742 18,717 26,944 821 124,226 (308) 123,917

営業利益又は営業損失(△) 4,142 △307 90 243 4,168 11 4,180

  
タイヤ 
(百万円) 

化工品 
(百万円) 

自動車部品
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全 
社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

92,181 21,073 27,300 796 141,352 ― 141,352

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

64 9 ― 241 316 (316) ―

計 92,246 21,083 27,301 1,038 141,668 (316) 141,352

営業費用 87,071 20,428 27,914 838 136,252 (355) 135,897

営業利益又は営業損失(△) 5,174 655 △613 199 5,415 38 5,454

  
タイヤ 
(百万円) 

化工品 
(百万円) 

自動車部品
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全 
社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

173,945 39,897 54,500 1,631 269,974 ― 269,974

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

83 23 ― 476 583 (583) ―

計 174,028 39,921 54,500 2,107 270,557 (583) 269,974

営業費用 162,931 39,643 54,353 1,629 258,557 (651) 257,906

営業利益 11,097 277 146 478 11,999 67 12,067



(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主要な製品等 

３ 会計処理基準等の変更 

(前中間連結会計期間) 

「会計処理の変更」に記載のとおり、在外連結子会社の収益及び費用は、従来当該子会社の決算日の為替相場により換

算していたが、当中間連結会計期間から期中平均相場により換算する方法に変更している。この変更により、従来の方

法に比べて、タイヤ事業セグメントは売上高が876百万円、営業利益が682百万円減少している。なお、その他の各セグ

メントに与える影響は軽微である。 

(当中間連結会計期間) 

記載すべき事項はない。 

(前連結会計年度) 

「会計処理の変更」に記載のとおり、在外連結子会社の収益及び費用は、従来当該子会社の決算日の為替相場により換

算していたが、当連結会計年度から期中平均相場により換算する方法に変更している。この変更により、従来の方法に

比べて、タイヤ事業セグメントは売上高が1,272百万円、営業利益が26百万円増加、自動車部品事業セグメントは営業利

益が32百万円減少している。なお、その他の各セグメントに与える影響は軽微である。 

  

事業 事業品目 

タイヤ 各種タイヤ(乗用車用、トラック・バス用、建設機械用、産業車両用)、タイヤ用チュ

ーブ、フラップ、キャメルバッグ、アルミホイール、その他関連製品及び関連事業 

化工品 防振ゴム、空気バネ、橋梁用ゴム支承、基礎免震積層ゴム、環境機器、ゴム・樹脂ラ

イニング、ゴム・樹脂ホース、断熱システム原液、断熱ボード、断熱用サンドイッチ

パネル、防水シート、遮水工事、家具・インテリア用軟質ウレタン、情報機器用部

品、ガスメーター用計量膜、寝装品、ＣＭＰ研磨パッド、その他各種工業用ゴム・ウ

レタン製品 

自動車部品 防振ゴム、エアサスペンション、ウェザーストリップ、シートクッション、バンパ

ー、その他各種ゴム・ウレタン製品 

その他 国内関係会社に対する融資及び債権の買取、保険代理業、不動産業ほか 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで) 
  

  

当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) 
  

  

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２ 各区分に属する主な国又は地域 
(1) 北米・・・・・・米国、カナダ 
(2) その他・・・・・欧州、大洋州ほか 
３ 会計処理基準等の変更 
(前中間連結会計期間) 
「会計処理の変更」に記載のとおり、在外連結子会社の収益及び費用は、従来当該子会社の決算日の為替相場により換
算していたが、当中間連結会計期間から期中平均相場により換算する方法に変更している。この変更により、従来の方
法に比べて、「北米」は売上高が651百万円、営業利益が545百万円減少、「その他」は売上高が268百万円、営業利益が
140百万円減少している。 

(当中間連結会計期間) 
記載すべき事項はない。 

(前連結会計年度) 
「会計処理の変更」に記載のとおり、在外連結子会社の収益及び費用は、従来当該子会社の決算日の為替相場により換
算していたが、当連結会計年度から期中平均相場により換算する方法に変更している。この変更により、従来の方法に
比べて、「北米」は売上高が1,887百万円、営業利益が29百万円増加、「その他」は売上高が505百万円、営業利益が34
百万円減少している。 

  
日本 
(百万円) 

北米
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

84,042 33,648 10,406 128,098 ― 128,098

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

29,728 ― 93 29,821 (29,821) ―

計 113,771 33,648 10,499 157,919 (29,821) 128,098

営業費用 110,590 32,695 9,928 153,214 (29,296) 123,917

営業利益 3,181 952 571 4,705  (525) 4,180

  
日本 
(百万円) 

北米
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

89,975 39,302 12,073 141,352 ― 141,352

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

34,964 ― 9 34,974 (34,974) ―

計 124,940 39,302 12,083 176,326 (34,974) 141,352

営業費用 119,833 39,273 11,214 170,321 (34,423) 135,897

営業利益 5,107 28 868 6,005  (550) 5,454

  
日本 
(百万円) 

北米
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

187,828 66,339 15,806 269,974 ― 269,974

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

60,011 ― 153 60,165 (60,165) ―

計 247,839 66,339 15,960 330,139 (60,165) 269,974

営業費用 237,299 65,201 15,423 317,924 (60,018) 257,906

営業利益 10,539 1,138 536 12,214 (147) 12,067



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで) 

  

  

当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) 

  

  

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・・・・米国、カナダ 

(2) その他・・・・・欧州、中近東、大洋州、東南アジアほか 

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

４ 会計処理基準等の変更 

(前中間連結会計期間) 

「会計処理の変更」に記載のとおり、在外連結子会社の収益及び費用は、従来当該子会社の決算日の為替相場により換

算していたが、当中間連結会計期間から期中平均相場により換算する方法に変更している。この変更により、従来の方

法に比べて、「北米」は651百万円、「その他」は268百万円それぞれ減少している。 

(当中間連結会計期間) 

記載すべき事項はない。 

(前連結会計年度) 

「会計処理の変更」に記載のとおり、在外連結子会社の収益及び費用は、従来当該子会社の決算日の為替相場により換

算していたが、当連結会計年度から期中平均相場により換算する方法に変更している。この変更により、従来の方法に

比べて、「北米」は1,887百万円増加し、「その他」は505百万円減少している。 

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 33,648 20,797 54,446

Ⅱ 連結売上高(百万円) 128,098

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

26.3 16.2 42.5

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 39,302 23,858 63,161

Ⅱ 連結売上高(百万円) 141,352

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

27.8 16.9 44.7

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 66,339 36,406 102,745

Ⅱ 連結売上高(百万円) 269,974

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

24.6 13.5 38.1



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

  

前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

１株当たり純資産額 336円25銭 １株当たり純資産額 389円49銭 １株当たり純資産額 357円17銭

１株当たり中間純利益 10円38銭 １株当たり中間純利益 10円48銭 １株当たり当期純利益 35円61銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がな

いため記載していない。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がな

いため記載していない。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がな

いため記載していない。 

区分 
前中間連結会計期間
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで)

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで)

中間(当期)純利益 (百万円) 2,171 2,190 7,480 

普通株主に 
帰属しない金額 

(百万円) ― ― 32 

(うち利益処分によ
る役員賞与金) 

(百万円) ― ― (32)

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

(百万円) 2,171 2,190 7,447 

期中平均株式数 (千株) 209,156 209,114 209,145 



(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

前中間連結会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

――― ――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

無担保社債の発行 

設備投資資金に充当するため、平成

17年４月28日開催の当社取締役会決

議に基づき、第19回無担保社債を次

のとおり発行した。 

  

第19回無担保社債 

①発行総額 5,000百万円 

②発行価額
額面100円につき 
100円 

③利率 年1.21％ 

④払込期日 平成17年６月１日 

⑤満期期限 平成24年６月１日 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

現金及び預金   4,265   3,848 4,904   

受取手形 注３ 1,676   1,741 1,872   

売掛金 注３ 41,607   38,814 43,453   

有価証券   5   ― 5   

棚卸資産   14,712   15,645 14,001   

未収入金   2,297   2,688 2,128   

繰延税金資産   1,003   1,126 1,126   

短期貸付金   11,917   8,788 7,092   

その他   2,440   4,447 1,837   

貸倒引当金   △7   △349 △48   

流動資産合計    79,919 35.3 76,751 32.4   76,374 33.8

Ⅱ 固定資産          

有形固定資産 注1,2        

建物   19,148   19,378 19,323   

機械及び装置   32,351   32,451 32,789   

土地   15,387   15,010 15,360   

その他   12,193   12,946 11,840   

計   79,080   79,787 79,314   

無形固定資産   2,262   1,911 2,069   

投資その他の資産          

投資有価証券 注２ 61,915   70,424 60,375   

長期貸付金   768   712 744   

その他   6,579   7,392 6,930   

子会社株式評価 
引当金   △3,883   ― ―   

貸倒引当金   △252   △195 △203   

計   65,127   78,334 67,846   

固定資産合計    146,471 64.7 160,033 67.6   149,230 66.2

Ⅲ 繰延資産    103 0.0 66 0.0   72 0.0

資産合計    226,494 100.0 236,851 100.0   225,677 100.0

           



  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

支払手形   20   16 16   

買掛金   36,474   41,515 41,061   

コマーシャル・ 
ペーパー   4,000   2,500 ―   

短期借入金 注２ 13,835   15,746 17,684   

未払金   12,643   12,171 11,670   

未払法人税等   1,779   1,572 2,368   

その他   4,185   5,252 5,004   

流動負債合計    72,938 32.2 78,775 33.3   77,805 34.5

Ⅱ 固定負債          

社債   23,000   28,000 23,000   

長期借入金 注２ 35,914   23,964 27,759   

退職給付引当金   11,312   11,056 11,642   

役員退職慰労引当金   147   145 169   

繰延税金負債   4,122   8,668 5,166   

固定負債合計    74,496 32.9 71,834 30.3   67,736 30.0

負債合計    147,435 65.1 150,610 63.6   145,542 64.5

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    23,974 10.6 23,974 10.1   23,974 10.6

Ⅱ 資本剰余金          

資本準備金   21,997   21,997 21,997   

その他資本剰余金   ―   ― ―   

資本剰余金合計    21,997 9.7 21,997 9.3   21,997 9.7

Ⅲ 利益剰余金          

利益準備金   2,568   2,568 2,568   

任意積立金   9,782   9,706 9,782   

中間(当期)未処分利益   7,666   9,876 8,799   

利益剰余金合計    20,017 8.8 22,152 9.3   21,150 9.4

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金    13,100 5.8 18,166 7.7   13,051 5.8

Ⅴ 自己株式    △30 △0.0 △49 △0.0   △39 △0.0

資本合計    79,058 34.9 86,241 36.4   80,134 35.5

負債資本合計    226,494 100.0 236,851 100.0   225,677 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    103,429 100.0 114,032 100.0   217,974 100.0

Ⅱ 売上原価    78,298 75.7 87,289 76.5   167,187 76.7

売上総利益    25,131 24.3 26,743 23.5   50,786 23.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    21,895 21.2 22,317 19.6   44,163 20.3

営業利益    3,236 3.1 4,425 3.9   6,623 3.0

Ⅳ 営業外収益          

受取利息及び配当金 注１ 1,391   1,617 1,820   

雑益   1,165 2,557 2.5 632 2,249 1.9 1,736 3,556 1.7

Ⅴ 営業外費用          

支払利息   444   436 876   

雑損   416 860 0.8 621 1,058 0.9 826 1,703 0.8

経常利益    4,933 4.8 5,616 4.9   8,475 3.9

Ⅵ 特別利益          

   固定資産売却益 注２ 69   371 1,070   

投資有価証券売却益   1,322   ― 2,079   

子会社株式評価 
引当金取崩益   ― 1,392 1.3 ― 371 0.3 420 3,570 1.6

            

Ⅶ 特別損失          

固定資産除却損 注３ 329   340 872   

子会社株式評価損   ―   400 718   

退職給付会計基準 
変更時差異   784   ― 1,568   

減損損失 注４ ―   470 ―   

貸倒引当金繰入額   ― 1,113 1.1 301 1,511 1.3 ― 3,158 1.4

税引前中間(当期) 
純利益    5,211 5.0 4,476 3.9   8,887 4.1

法人税、住民税 
及び事業税 注５ 1,794   1,559 3,383   

法人税等調整額   ― 1,794 1.7 ― 1,559 1.3 954 4,337 2.0

中間(当期)純利益    3,417 3.3 2,917 2.6   4,550 2.1

前期繰越利益    4,248 6,959   4,248 

中間(当期)未処分 
利益    7,666 9,876   8,799 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

１ 資産の評価

基準及び評

価方法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社

株式 

  …移動平均法による原価

法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社

株式 

…同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社

株式 

…同左 

   ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   …中間決算日の市場価

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

平均法により算定し

ている。) 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

…同左 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   …決算日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定してい

る。) 

    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 

  時価のないもの 

…同左 

  (2) デリバティブ 

  …時価法 

(2) デリバティブ 

…同左 

(2) デリバティブ 

…同左 

  (3) 棚卸資産 

  製品・仕掛品 

  …総平均法による原価法 

  材料・貯蔵品 

  …移動平均法による低価

法 

(3) 棚卸資産 

  製品・仕掛品 

…同左 

  材料・貯蔵品 

…同左 

(3) 棚卸資産 

  製品・仕掛品 

…同左 

  材料・貯蔵品 

…同左 

２ 固定資産の

減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

 ①建物(附属設備を含む。)

及び工具器具及び備品 

  …定額法 

(1) 有形固定資産 

…同左 

(1) 有形固定資産 

…同左 

   ②その他の有形固定資産 

  …定率法 

    

   なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に

定める方法と同一の基準に

よっている。 

    

  (2) 無形固定資産 

  …定額法 

   ただし自社利用ソフト

ウェアについては、社

内における利用可能期

間(５年)に基づく定額

法によっている。 

(2) 無形固定資産 

…同左 

(2) 無形固定資産 

     …同左 

  (3) 長期前払費用 

  …均等償却 

(3) 長期前払費用 

…同左 

(3) 長期前払費用 

…同左 



  

項目 
前中間会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

３ 引当金の計

上基準 

(1) 貸倒引当金 

  債権に対する貸倒損失に

備えるものであり、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、回収不能見込額を計

上している。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してい

る。 

  なお、会計基準変更時差

異は５年償却とし、当事

業年度負担分の２分の１

を特別損失に計上してい

る。 

  数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間(15年)による定額法

により按分した額を翌事

業年度から費用処理する

こととしている。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してい

る。 

  数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間(15年)による定額法

により按分した額を翌事

業年度から費用処理する

こととしている。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き計上している。 

  なお、会計基準変更時差

異は５年償却とし、当事

業年度負担分を特別損失

に計上している。 

  数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間(15年)による定額法

により翌事業年度から費

用処理することとしてい

る。 

  (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく期末退職金要支給額

の100％を期間按分によ

り計上している。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額の

100％を計上している。 

  (4) 子会社株式評価引当金 

  子会社への投資に対する

損失に備えるため、資産

内容等を勘案して計上し

ている。 

(4)    ――― (4)    ――― 

  (追加情報) 

  当期において、子会社株

式の実質価額の回復可能

性が長期に及ぶと判断

し、引当金を取崩し、減

損処理している。 

４ リ－ス取引

の処理方法 

リ－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－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

理によっている。 

同左 同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

５ ヘッジ会計

の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

  主として繰延ヘッジ処理

を採用している。為替予

約については振当処理

を、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を

満たしている場合は特例

処理を採用している。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(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) 

  為替予約・通貨オプショ

ン 

  金利スワップ・金利オプ

ション 

 (ヘッジ対象) 

  外貨建金銭債権債務・借

入金及び社債 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  主として当社の内部規定

である「財務リスク管理

規定」に基づき為替変動

リスク及び金利変動リス

クをヘッジしている。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段とヘッジ対象

について、相場変動額ま

たはキャッシュ・フロー

変動額を、ヘッジ期間全

体にわたり比較し、有効

性を評価している。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段とヘッジ対象

について、相場変動額ま

たはキャッシュ・フロー

変動額を、ヘッジ期間全

体にわたり比較し、有効

性を評価することとして

いる。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

６ 消費税等の

会計処理 

税抜方式によっている。 

なお、預り消費税等は仮払消

費税等と相殺のうえ表示して

いるが、金額の重要性が乏し

いので、流動負債の「その

他」に計上している。 

税抜方式によっている。 

なお、預り消費税等と仮払消

費税等は相殺のうえ表示して

いるが、金額の重要性が乏し

いので、流動資産の「その

他」に計上している。 

税抜方式によっている。 



会計処理の変更 

  

表示方法の変更 

  

前中間会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

――― 当中間会計期間から、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）を適用している。これに

より特別損失「減損損失」が470百

万円増加し、税引前中間純利益が同

額減少している。 

なお、減損損失累計額は、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき当該各

資産の金額から直接控除している。 

――― 

前中間会計期間
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間末において流動資産の「その他」に含

めて表示していた「短期貸付金」（前中間会計期間末

10,763百万円）については、資産総額の100分の5を超え

たため、当中間会計期間より区分掲記している。 

  

――― 



追加情報 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

  「地方税法等の一部を改正す

る法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当中間会計期間

から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般

管理費に計上している。 

この結果、販売費及び一般管

理費が120百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前

中間純利益が、120百万円減

少している。 

――― 「地方税法等の一部を改正す

る法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当期から「法人

事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割につい

ては、販売費及び一般管理費

に計上している。 

この結果、販売費及び一般管

理費が250百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前

当期純利益が、250百万円減

少している。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
  

項目 
前中間会計期間末
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

注１ 有形固定資産の減価償
却累計額 

154,878百万円 163,631百万円 159,058百万円 

注２ 担保資産 
   (担保提供資産) 

      

   工場抵当法による担保
(簿価)、建物及び構築
物、機械装置、工具器
具及び備品、土地 

計18,559百万円 計 18,214百万円 計18,665百万円 

   土地 257百万円 257百万円 257百万円
    
   投資有価証券 

計 

9,137百万円

27,954百万円

11,064百万円

29,536百万円

8,406百万円

27,330百万円
    
   (債務)       
   長期借入金 
   (１年内返済予定分を

含む) 

20,889百万円 16,078百万円 18,402百万円 

注３ 債権の流動化 当中間会計期間末の受取
手形残高は、手形信託契
約に基づく債権の一部譲
渡によって4,394百万円
減少している。また、当
中間会計期間末の売掛金
残高は、外貨建売上債権
の譲渡によって7,572百
万円減少している。 

――― ――― 

４ 偶発債務 
  (1)保証債務 
   関係会社等の銀行借入

金ほかに対する保証額
の内訳 

      

   正新橡膠(中国)有限公
司 

416百万円 
( 3,750千US$)

141百万円 
(1,250千US$)

268百万円 
(2,500千US$)

   厦門正新海燕輪胎有限
公司 

777百万円 
(7,000千US$) 

2,264百万円 
(20,000千US$) 

1,073百万円 
(10,000千US$) 

   Toyo Automotive 
Parts (USA),Inc. 

2,354百万円 
(21,200千US$) 

2,333百万円 
(20,611千US$) 

2,298百万円 
(21,400千US$)

    
   Toyo Rubber 

(Malaysia)SDN.BHD. 
204百万円 

(7,000千Ｍ$) 
195百万円 

(     6,500千Ｍ$) 
183百万円 

(6,500千Ｍ$) 

     Toyo Tire North 
America, Inc. 

―百万円 
(―千US$) 

2,077百万円 
(18,350千US$) 

―百万円 
(―千US$) 

   
   トーヨーリトレッド㈱ 266百万円 247百万円 257百万円 

   中部ソフラン㈱ 160百万円 160百万円 160百万円 
    
   従業員(住宅資金) 1百万円 1百万円 1百万円 

   トーヨータイヤ物流㈱ ―百万円 688百万円 ―百万円 
    
   ㈱アイシティ 

計 

9,500百万円

13,681百万円

9,500百万円

17,610百万円

9,500百万円

13,743百万円
  上記のうち、外貨建保証

債務は、中間決算日の為
替相場により円換算して
いる。 

同左 上記のうち、外貨建保証
債務は、決算日の為替相
場により円換算してい
る。 

    
  (2)債権流動化に伴う 
      買戻義務限度額 

8,878百万円 13,184百万円 10,721百万円 



（中間損益計算書関係) 

  

項目 
前中間会計期間

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

注１ 受取利息及び配当金の

うち受取利息 

148百万円 192百万円 317百万円 

注２ 固定資産売却益 固定資産売却益は、主と

して土地の売却（愛知県

名古屋市）によるもので

ある。 
  

固定資産売却益は、主と

して商標権の売却による

ものである。 

固定資産売却益は、主と

して土地の売却（兵庫県

伊丹市、埼玉県戸田市ほ

か）によるものである。 

注３ 固定資産除却損 固定資産除却損の内訳は

下記のとおりである。 

同左 同左 

  機械及び装置 242百万円

工具器具 
及び備品 

59百万円

建物他 27百万円

計 329百万円

機械及び装置 262百万円

工具器具
及び備品 

18百万円

建物他 58百万円

計 340百万円

機械及び装置 577百万円

工具器具 
及び備品 

182百万円

建物他 112百万円

計 872百万円
  
注４ 減損損失 

  
――― 減損損失 

当中間会計期間におい

て、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失

を計上した。 
  

  
（経緯） 

上記の資産グループにつ

いては、帳簿価額に対し

市場価格が下落してお

り、今後の使用可能見込

みが未確定なため（一部

は売却済み）、帳簿価格

を回収可能価格まで減額

し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上

した。 

（グルーピングの方法） 

当社グループは、内部管

理上採用している事業区

分を基礎として事業用資

産をグルーピングしてお

り、売却等処分の意思決

定がされた資産及び将来

の使用が見込まれていな

い遊休資産は個々の物件

単位でグルーピングを行

っている。 

用途 種類 場所 金額

遊休
資産

土
地・ 
建物 

東京都世
田谷区 300

土地

愛知県東
海市、神
奈川県伊
勢原市ほ
か１件 

170

合計 470

――― 



  

項目 
前中間会計期間

(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

    （回収可能価額の算定方

法等） 

 なお、当該資産グルー

プの回収可能価額は、原

則として不動産鑑定評価

額に基づき算定した正味

売却価額から処分費用見

込み額を控除した金額で

算定しており、重要性の

ない物件については、固

定資産税評価額に基づき

算定した正味売却価額に

よっている。 

  

  

注５ 法人税等調整額の表示

方法 

  

当中間会計期間における

税金費用については、簡

便法により計算している

ため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事

業税」に含めて表示して

いる。 

  

同左 

  

――― 

        

６ 減価償却実施額       

    有形固定資産 5,971百万円 6,280百万円 12,482百万円 

    無形固定資産 

  

  

  

  

  

488百万円 248百万円 798百万円 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

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 

（借主側) 

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 

（借主側) 

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 

（借主側) 

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中間

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及び中間

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及び期末

残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円) 

工具器具 
及び備品 1,407 656 751

その他 1,648 542 1,106

合計 3,056 1,198 1,857

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
及び備品 2,994 980 2,013

その他 2,576 1,031 1,545

合計 5,571 2,011 3,559

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

工具器具
及び備品 2,897 741 2,155

その他 1,658 663 995

合計 4,556 1,405 3,151

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

一年内 538百万円

一年超 1,319百万円

合計 1,857百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

一年内 1,005百万円

一年超 2,553百万円

合計 3,559百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

一年内 845百万円

一年超 2,305百万円

合計 3,151百万円

  なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残

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

いる。 

同左   なお、取得価額相当額及び未経

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

法により算定している。 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 276百万円

減価償却費相当額 276百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 534百万円

減価償却費相当額 534百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 747百万円

減価償却費相当額 747百万円

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

ている。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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 

  （借主側) 

未経過リース料 

一年内 21百万円

一年超 32百万円

合計 53百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  （借主側) 

未経過リース料 

一年内 133百万円

一年超 2,571百万円

合計 2,705百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  （借主側) 

未経過リース料 

一年内 

 

135百万円

一年超 2,643百万円

合計 2,778百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはない。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当項目はない。 

  

前中間会計期間 
(平成16年４月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当中間会計期間
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで) 

――― ――― 無担保社債の発行 

設備投資資金に充当するため、平成

17年４月28日開催の取締役会決議に

基づき、第19回無担保社債を次のと

おり発行した。 

  

第19回無担保社債 

  

①発行総額 5,000百万円 

②発行価額
額面100円につき 
100円 

③利率 年1.21％ 

④払込期日 平成17年６月１日 

⑤満期期限 平成24年６月１日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

(1) 
発行登録追補書類 
(社債)及びその 
添付書類 

      
平成17年５月19日 
近畿財務局長に提出。 

(2) 訂正発行登録書       
平成17年６月30日 
関東財務局長に提出。 

(3) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第89期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月30日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

東洋ゴム工業株式会社 

  取 締 役 会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東洋ゴム工業株
式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日
まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャ
ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の
立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸
表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して
行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。 
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し
て、東洋ゴム工業株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平
成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認
める。 
  
追記情報 
「会計処理の変更」に記載されているとおり、在外連結子会社の収益及び費用の換算方法を変更した。 
  
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上
  

平成16年12月14日 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  森  下  利  一  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  新  田  東  平  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  宮  本  敬  久  ㊞ 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

東洋ゴム工業株式会社 

  取 締 役 会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東洋ゴム工業株
式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日
まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャ
ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の
立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸
表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して
行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。 
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し
て、東洋ゴム工業株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平
成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認
める。 
  
  
追記情報 
会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財
務諸表を作成している。 
  
  
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上
  

平成17年12月14日 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  森  下  利  一  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  新  田  東  平  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  宮  本  敬  久  ㊞ 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

東洋ゴム工業株式会社 

取 締 役 会  御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東洋ゴ

ム工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第89期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日から

平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、東洋ゴム工業株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年４月

１日から平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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

以 上

 

  

平成16年12月14日 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  森  下  利  一  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  新  田  東  平  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  宮  本  敬  久  ㊞ 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

東洋ゴム工業株式会社 

取 締 役 会  御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東洋ゴム工業株

式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第90期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表に

は全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な

保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われて

いる。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東洋

ゴム工業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月

30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸

表を作成している。 

  

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

以 上

 

平成17年12月14日 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  森  下  利  一  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  新  田  東  平  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  宮  本  敬  久  ㊞ 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 
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