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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】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 平成16年３月31日に転換社債を償還したことにより潜在株式が存在しないため、第55期、第56期中、第56期および第57期

中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は記載しておりません。 

  

回次 第55期中 第56期中 第57期中 第55期 第56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 

売上高 (百万円) 21,676 22,019 22,509 44,350 45,351

経常利益 (百万円) 653 982 1,274 1,716 2,160

中間(当期)純利益 (百万円) 382 539 1,021 1,023 1,333

純資産額 (百万円) 30,041 30,797 32,677 30,336 31,530

総資産額 (百万円) 50,301 51,287 54,156 50,037 52,481

１株当たり純資産額 (円) 1,503.00 1,541.50 1,667.46 1,516.07 1,584.59

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 19.12 27.01 51.70 49.23 65.36

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 18.52 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 59.7 60.0 60.3 60.6 60.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,057 2,381 2,062 4,042 4,359

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,717 △1,712 △1,777 △2,866 △2,233

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 196 △200 △495 △535 △424

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 5,457 6,888 7,912 6,417 8,111

従業員数 (名) 2,512 2,489 2,862 2,442 2,567



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 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おります。 

３ 第56期の１株当たり配当額14円には、創立70周年記念配当２円を含んでおります。 

  

回次 第55期中 第56期中 第57期中 第55期 第56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 

売上高 (百万円) 20,117 20,404 20,781 41,613 42,352

経常利益 (百万円) 548 718 489 1,316 1,590

中間(当期)純利益 (百万円) 390 414 418 907 941

資本金 (百万円) 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364

発行済株式総数 (千株) 19,995 19,995 19,995 19,995 19,995

純資産額 (百万円) 25,897 27,019 28,047 26,684 27,622

総資産額 (百万円) 46,549 47,391 48,481 46,563 48,007

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 6.00 6.00 8.00 12.00 14.00 

自己資本比率 (％) 55.7 57.0 57.8 57.3 57.5

従業員数 (名) 1,132 1,128 1,144 1,124 1,121



２ 【事業の内容】 
(1) 当中間連結会計期間において、当企業集団が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 
(2) 主要な関係会社の異動 
① 自動車用部品 

後山化工㈱(連結子会社)は、平成17年４月１日に㈱とよひら西川、西和工業㈱および㈱おおあさ西川(いずれも
連結子会社)から自動車事業部門の営業を承継する吸収分割を行ない、㈱西川ビッグオーシャン(連結子会社)とな
りました。 
㈱おおあさ西川は、平成17年４月１日に㈱いはら西川の自動車事業部門を吸収し、㈱西川ビッグウェル(連結子
会社)となりました。 
自動車用シール製品等の販売を行うため、西川橡胶(上海)有限公司を設立し、連結子会社としました。 

② 一般産業資材 
西和工業㈱は平成17年４月１日に㈱とよひら西川の産業資材事業部門を合併し、㈱とよひら西川は解散しまし
た。 
㈱いはら西川は平成17年４月１日に当社に合併され、解散しました。 
スキンケア製品等の事業拡大のため、㈱ナチュラブを設立し、連結子会社としました。 

  

３ 【関係会社の状況】 
平成17年４月１日に関係会社の事業再編を目的として吸収分割、合併を行った結果、後山化工㈱(連結子会社)は㈱
西川ビッグオーシャン(連結子会社)に、㈱おおあさ西川(連結子会社)は㈱西川ビッグウェルにそれぞれ社名を変更
し、㈱とよひら西川(連結子会社)、㈱いはら西川(連結子会社)は解散しました。 

  

自動車用シール製品、非自動車用製品等の輸出入、中国国内販売を行なうため下記子会社を設立し、連結子会社と
いたしました。 
(名称) 西川橡胶(上海)有限公司       (住所) 中国上海市 
(資本金) ５万中国人民元          (主要な事業の内容) 自動車用部品事業 
(設立) 平成17年５月 
(議決権に対する提出会社の所有割合) 100％ 
(関係内容) 役員の兼任 １名  出向 １名 

  

また、スキンケア製品、健康食品等の事業拡大を図るため、下記子会社を設立し、連結子会社といたしました。 
(名称) 株式会社ナチュラブ         (住所) 東京都世田谷区 
(資本金) ３千万円             (主要な事業の内容) 一般産業資材事業 
(設立) 平成17年６月 
(議決権に対する提出会社の所有割合) 100％ 
(関係内容) 役員の兼任 ２名  出向 １名 

  

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ります。 

２ 従業員数増加の主な理由は在外子会社における自動車用部品事業の生産拡大によるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 
平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 
労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

自動車用部品 2,655 

一般産業資材 180 

全社 27 

合計 2,862 

従業員数(名) 1,144 



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国内経済は、企業収益改善に伴う設備投資の増加が見られ、個人消費についても増

加するなど景気は緩やかに回復を続けておりますが、原油価格、鋼材価格の高騰により、依然予断を許さない状況

にあります。海外におきましては、米国経済の伸びが鈍化傾向にあるものの、アジア経済においては総じて順調に

推移いたしました。 

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海外拠点の生産や販売の能力拡大を

図るとともに、技術開発・製品開発および原価低減活動を推進し、企業体質の強化に努めてまいりました。この結

果、当中間連結会計期間の売上高は225億９百万円(前年同期比2.2％増)、経常利益は12億74百万円(前年同期比

29.7％増)、中間純利益は10億21百万円(前年同期比89.3％増)となりました。 

① 事業の種類別セグメントの業績 

(自動車用部品) 

上半期(４―９月)における日本国内の自動車生産台数は、国内販売・輸出向けともに微増となり、前年を若干上

回りました。海外においては、米国が低迷傾向にありましたが、中国、タイなどアジア地域が生産拡大しており、

世界の自動車生産台数は、堅調に推移いたしました。 

このような状況のなか、当企業集団は世界においてトップレベルの品質・価格競争力の向上に努めてまいりまし

た。この結果、当中間連結会計期間の売上高は202億70百万円(前年同期比3.2％増)となり、営業利益につきまして

は、上海西川密封件有限公司の黒字化などにより６億14百万円(前年同期比21.2％増)となりました。 

(一般産業資材) 

住宅用外壁目地材、船舶、建機用ゴム製品は堅調に伸びましたが、化粧用パフの販売は低調であり、マンホール

用ジョイントシール材は下期に公共事業が集中することにより低調に推移いたしました。この結果、売上高は22億

39百万円(前年同期比6.0％減)、営業利益は82百万円(前年同期比38.0％減)となりました。 

② 所在地別セグメントの業績 

(日本) 

日本国内の自動車生産台数増加に伴い、国内自動車メーカー向けの売上は増加しましたが、化粧用パフ等の一般

産業資材の売上は減少しました。その結果、売上高は198億67百万円(前年同期比0.1％減)、営業利益は４億20百万

円(前年同期比39.2％減)となりました。 

(北米) 

北米向けの自動車用部品の売上は減少しましたが、ロイヤリティ売上は増加しました。その結果、売上高は７億

71百万円(前年同期比29.6％減)、営業利益は74百万円(前年同期比7.2％増)となりました。 

(その他の地域) 

タイ、中国における自動車用部品の受注が増加し、大幅な売上拡大につながりました。 

また、能率、歩留の改善などにより中国においては黒字となりました。その結果、売上高は18億69百万円(前年同

期比81.8％増)、営業利益は２億11百万円(前年同期、営業損失98百万円)となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

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や減価償却費などの増加もありましたが、法人

税等の支払額が増加したことなどにより前年同期に比べ３億18百万円減少し、20億62百万円の資金の増加となりま

した。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入などがありましたものの、国内工場製造

ラインの増設など有形固定資産の取得による支出の増加などにより、前年同期に比べ64百万円減少し、17億77百万

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、配当金の支払および自己株式取得による支出の増加などにより前年同期

に比べ２億95百万円減少し、４億95百万円の資金の減少となりました。 

これらの結果、当中間連結会計期間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１億99百

万円減少し、79億12百万円となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 生産実績には、外注先に委託した生産分を含んでおります。 

２ 金額は、販売価額により表示しております。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当企業集団は、各自動車メーカーをはじめとして納入先より四半期毎および翌月の生産計画の内示を受け、見込

生産を行っているため、受注状況に該当する事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 前年同期比増減 

(△減)(％) 

金額(百万円) 金額(百万円)

自動車用部品 19,665 20,212 2.8 

一般産業資材 2,399 2,266 △5.5 

合計 22,064 22,478 1.9 

事業の種類別 
セグメントの名称 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 前年同期比増減

(△減)(％) 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

自動車用部品 19,635 89.2 20,270 90.0 3.2

一般産業資材 2,383 10.8 2,239 10.0 △6.0

合計 22,019 100.0 22,509 100.0 2.2

区分 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 区分

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

金額(百万円) 比率(％) 金額(百万円) 比率(％) 

マツダ㈱ 2,491 11.3 マツダ㈱ 2,851 12.7

本田技研工業㈱ 2,655 12.1 本田技研工業㈱ 2,349 10.4

トヨタ自動車㈱ 2,244 10.2 トヨタ自動車㈱ 2,333 10.4



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当企業集団の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。 

  

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ありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当企業集団における研究開発活動は当社が行っており、シール・アンド・フォームの専門メーカーとして先端技術

の開発や設計ノウハウの集積を行うとともに、既存分野外の幅広い技術開発に取り組んでおります。なお、当中間連

結会計期間における研究開発費の総額は148百万円であります。事業の種類別セグメントの研究開発活動の状況は次の

とおりであります。 

  

(1) 自動車用部品 

顧客のニーズと車両構造の変化に対応し、軽量化、音性能、外観性、環境対応、リサイクルに重点を置いたウェ

ザーストリップ及び周辺用途の開発に注力しております。 

音性能と軽量化を両立させた新製品を上市するとともに、環境と耐久性を両立させた製品を量産準備中でありま

す。 

なお、当事業に係る研究開発費は95百万円であります。 

  

(2) 一般産業資材 

環境に配慮した技術、製品の開発を中心に、生分解性樹脂の改質と用途開発、機能性タンパク質に関する技術の

開発、天然素材の生理活性の探索と製品化、天然素材の発泡化技術の開発と製品化など、新規分野の研究開発に取

り組んでおります。 

なお、当事業に係る研究開発費は53百万円であります。 

  



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ありません。 

  

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中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  



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】 

該当事項はありません。 

  

(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 48,343,000

計 48,343,000

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20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 19,995,387 19,995,387
東京証券取引所 

(市場第二部) 

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 19,995,387 19,995,387 ― ― 

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 

― 19,995 ― 3,364 ― 3,661



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式422株が含まれております。 

  

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(％) 

西 川 正 洋 広島市西区三滝本町１丁目４―20 3,170 15.86

西 川 泰 央 広島市西区古江東町１―36 1,138 5.69

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町１丁目３―８ 807 4.04

西川ゴム工業取引先持株会 広島市西区三篠町２丁目２―８ 756 3.78

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５―33 626 3.13

株式会社山口銀行 下関市竹崎町４丁目２―36 544 2.72

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪市北区西天満４丁目15―10 540 2.70

西 川 史 江 広島市西区三滝本町１丁目４―20 504 2.52

西川ゴム工業社員持株会 広島市西区三篠町２丁目２―８ 461 2.31

西川ゴム工業株式会社 広島市西区三篠町２丁目２―８ 398 1.99

計 ― 8,948 44.75

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 

398,000 
―

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 

19,375,000 
19,375 同上

単元未満株式 
普通株式 

222,387 
― 同上

発行済株式総数 19,995,387 ― ― 

総株主の議決権 ― 19,375 ― 



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二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

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

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) 
西川ゴム工業株式会社 

広島市西区三篠町 
二丁目２番８号 

398,000 ― 398,000 1.99

計 ― 398,000 ― 398,000 1.99

月別 
平成17年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,050 1,050 1,085 1,061 1,080 1,220

最低(円) 880 940 999 1,004 991 1,040



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おります。 

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おります。 

  

(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おります。 

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おります。 

  

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おります。 

  



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          

１ 現金及び預金    6,900 7,924   8,122 

２ 受取手形及び売掛金    10,023 11,050   11,032 

３ たな卸資産    2,915 3,157   3,152 

４ 繰延税金資産    546 483   598 

５ その他    1,087 485   702 

貸倒引当金    △26 △10   △32 

流動資産合計    21,446 41.8 23,090 42.6   23,575 44.9

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産          

１ 建物及び構築物   12,149   12,354 12,170   

減価償却累計額   7,940   8,242 8,106   

    4,209   4,112 4,064   

２ 機械装置及び 
  運搬具   32,404   33,779 32,753   

減価償却累計額   25,491   26,339 25,940   

    6,913   7,439 6,813   

３ 工具器具及び備品   12,652   13,265 12,908   

減価償却累計額   10,882   11,370 11,187   

    1,769   1,895 1,720   

４ 土地   4,445   3,400 3,439   

５ 建設仮勘定   1,401 18,737 1,695 18,543 1,244 17,282 

(2) 無形固定資産          

１ 借地権   342   342 342   

２ 連結調整勘定   3   ― ―   

３ その他   789 1,135 799 1,142 744 1,087 

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券   8,594   10,506 9,358   

２ 長期貸付金   99   82 84   

３ 繰延税金資産   778   376 627   

４ その他   500   420 471   

貸倒引当金   △5 9,967 △6 11,379 △6 10,536 

固定資産合計    29,840 58.2 31,065 57.4   28,905 55.1

資産合計    51,287 100.0 54,156 100.0   52,481 100.0

           



  

    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          

１ 支払手形及び買掛金    6,080 6,829   6,430 

２ 短期借入金    1,819 4,275   3,756 

３ 未払金    397 421   298 

４ 未払法人税等    347 152   645 

５ 未払消費税等    58 55   44 

６ 賞与引当金    938 821   951 

７ 製品保証引当金    49 47   52 

８ 設備支払手形    877 1,215   697 

９ その他    965 1,063   1,014 

流動負債合計    11,535 22.5 14,883 27.5   13,892 26.5

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金    5,809 3,286   3,824 

２ 繰延税金負債    339 383   369 

３ 退職給付引当金    2,327 2,453   2,382 

４ 役員退職慰労引当金    200 220   218 

５ 連結調整勘定    ― 26   30 

６ その他    17 7   15 

固定負債合計    8,695 17.0 6,379 11.8   6,841 13.0

負債合計    20,231 39.5 21,262 39.3   20,733 39.5

(少数株主持分)          

少数株主持分    258 0.5 216 0.4   216 0.4

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    3,364 6.5 3,364 6.2   3,364 6.4

Ⅱ 資本剰余金    3,661 7.1 3,661 6.8   3,661 7.0

Ⅲ 利益剰余金    23,998 46.8 25,522 47.1   24,690 47.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    830 1.6 1,493 2.7   1,098 2.1

Ⅴ 為替換算調整勘定    △1,047 △2.0 △991 △1.8   △1,208 △2.3

Ⅵ 自己株式    △9 △0.0 △372 △0.7   △75 △0.1

資本合計    30,797 60.0 32,677 60.3   31,530 60.1

負債、少数株主持分 
及び資本合計    51,287 100.0 54,156 100.0   52,481 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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    22,019 100.0 22,509 100.0   45,351 100.0

Ⅱ 売上原価    18,303 83.1 18,859 83.8   37,573 82.8

売上総利益    3,716 16.9 3,649 16.2   7,778 17.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

１ 荷造運搬費   1,129   1,126 2,280   

２ 製品保証引当金 
  繰入額   7   16 40   

３ 給料賞与   515   501 1,195   

４ 賞与引当金繰入額   194   131 185   

５ 役員退職慰労引当金 
  繰入額   19   18 37   

６ 退職給付費用   84   73 166   

７ 減価償却費   40   44 82   

８ 研究開発費   208   148 516   

９ その他   874 3,075 14.0 891 2,952 13.1 1,717 6,221 13.7

営業利益    640 2.9 697 3.1   1,556 3.5

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   6   8 13   

２ 受取配当金   39   46 61   

３ 受入賃貸料   26   6 49   

４ 持分法による 
  投資利益   256   466 561   

５ 為替差益   97   78 31   

６ 雑収入   80 507 2.3 94 701 3.1 251 968 2.1

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   82   72 147   

２ 固定資産除却損   71   43 193   

３ 雑損失   10 165 0.8 8 124 0.5 23 364 0.8

経常利益    982 4.4 1,274 5.7   2,160 4.8

Ⅵ 特別利益          

１ 償却債権取立益   24   24 48   

２ 貸倒引当金戻入益   3   22 ―   

３ 固定資産売却益 ※１ 4   4 4   

４ 投資有価証券売却益   4   154 4   

５ 関連会社株式売却益   ― 36 0.2 ― 206 0.9 196 253 0.5

Ⅶ 特別損失          

１ 投資有価証券評価損   5   ― 4   

２ 貸倒引当金繰入額   ―   ― 0   

３ 固定資産売却損 ※２ ―   ― 212   

４ 減損損失 ※３ ― 5 0.0 39 39 0.2 ― 217 0.5

税金等調整前 
中間(当期)純利益    1,013 4.6 1,441 6.4   2,196 4.8

法人税、住民税 
及び事業税   345   326 766   

法人税等調整額   125 470 2.2 92 418 1.9 93 859 1.9

少数株主利益    3 0.0 1 0.0   3 0.0

中間(当期)純利益    539 2.4 1,021 4.5   1,333 2.9

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

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   3,661 3,661   3,661

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  3,661 3,661   3,661

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   23,618 24,690   23,618

Ⅱ 利益剰余金増加高     

  中間(当期)純利益 539 1,021 1,333 

  連結子会社の決算期変更 
  による剰余金増加高 

― 539 ― 1,021 27 1,361

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金 119 159 239 

２ 取締役賞与金 39 159 30 189 48 288

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  23,998 25,522   24,690

      



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 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

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 

  

１ 税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 1,013 1,441 2,196

２ 減価償却費  1,298 1,375 2,791
３ 減損損失  ― 39 ―
４ 貸倒引当金の減少額  △2 △22 4
５ 退職給付引当金の増加額  71 70 126
６ 受取利息及び受取配当金  △46 △55 △74
７ 支払利息  82 72 147
８ 為替差損(△差益)  △24 △5 △20
９ 持分法による投資利益  △256 △466 △561
10 投資有価証券評価損  5 ― 4
11 有形固定資産除却損  71 43 193
12 有形固定資産売却益  △4 △4 △4
13 有形固定資産売却損  ― ― 212
14 投資有価証券売却益  △4 △154 △4
15 関連会社株式売却益  ― ― △196

16 売上債権の減少額 
(△増加額) 

 452 △18 △565

17 たな卸資産の減少額 
(△増加額) 

 △107 △5 △345

18 仕入債務の増加額  304 398 654
19 その他  △665 154 △233

小計  2,187 2,862 4,325
20 利息及び配当金の受取額  70 92 99
21 利息の支払額  △83 △72 △148
22 法人税等の支払額  △98 △819 △221
23 法人税等の還付額  305 ― 305

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,381 2,062 4,359

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の預入による支出  △11 △11 △12
２ 定期預金の払戻による収入  10 10 12

３ 有形固定資産の 
取得による支出 

 △1,538 △1,947 △3,008

４ 有形固定資産の 
売却による収入 

 16 5 919

５ 無形固定資産の 
取得による支出 

 △266 △123 △332

６ 投資有価証券の 
取得による支出 

 △72 △49 △180

７ 投資有価証券の 
売却による収入 

 23 303 23

８ 関連会社株式売却による 
  収入 

 ― ― 200

９ 持分法適用会社の 
出資払戻しによる収入 

 75 ― 72

10 貸付けによる支出  △18 △14 △25
11 貸付金の回収による収入  37 20 59
12 その他  32 29 38

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,712 △1,777 △2,233



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入れによる収入  ― ― 400

２ 短期借入金の 
返済による支出 

 △77 △38 △715

３ 長期借入れによる収入  ― ― 200

４ 自己株式取得による支出  △2 △296 △68

５ 配当金の支払額  △119 △159 △239

６ 少数株主への配当金の 
支払額 

 △1 △0 0

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △200 △495 △424

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
係る換算差額 

 3 10 △35

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
(△減少額) 

 471 △199 1,666

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  6,417 8,111 6,417

Ⅶ 連結子会社の決算期変更 
  による期首残高増加額 

 ― ― 28

Ⅷ 現金及び現金同等物 
中間期末(期末)残高 

 6,888 7,912 8,111

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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。 
連結子会社は16社であります。 
主要な連結子会社名は、西川物

産㈱、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.であります。 

子会社は、全て連結しておりま

す。 
連結子会社は16社であります。 
主要な連結子会社名は、西川物

産㈱、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.であります。 

子会社は、全て連結しておりま

す。 
連結子会社等は16社でありま

す。 
主要な連結子会社名は、西川物

産㈱、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.であります。 
  また、平成16年６月に中国に設

立した広州西川密封件有限公司

を連結子会社といたしました。

同社の操業開始は平成17年12月

以降の予定であります。 

なお、平成17年５月に中国に設

立した西川橡胶(上海)有限公司

と平成17年６月に設立した株式

会社ナチュラブを連結子会社と

しました。 

なお、平成16年６月に中国に設

立した広州西川密封件有限公司

を連結子会社といたしました。

同社の操業開始は平成17年12月

以降の予定であります。 
２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社は、

西川化成㈱、ニシカワ・ス

タンダード・カンパニー、

クーパー・スタンダード・

オートモーティブ・メキシ

コS.A.の３社であります。 

(1)     同左 (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

「第１ 企業の概況」の４ 

関係会社の状況に記載して

おります。 
  (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、中間連結財務諸表に重

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 (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。 
３ 連結子会社の(中間)決算日

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・エンジニアリング・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、㈱いはら西川および広

州西川密封件有限公司の６社の

中間決算日は６月30日であり、

㈱西和物流および㈱おおあさ西

川の２社の中間決算日は、７月

31日であります。中間連結財務

諸表の作成にあたっては、同中

間決算日現在の中間財務諸表を

使用しており、中間連結決算日

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中間決算

日はすべて中間連結決算日と一

致しております。 

連結子会社のうち、ニシカワ・

オブ・アメリカ Inc.、ニシカ

ワ・エンジニアリング・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６社の中間決算日は６月30

日であります。中間連結財務諸

表の作成にあたっては、同中間

決算日現在の中間財務諸表を使

用しており、中間連結決算日ま

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中間決算

日はすべて中間連結決算日と一

致しております。 

連結子会社のうち、ニシカワ・

オブ・アメリカ Inc.、ニシカ

ワ・エンジニアリング・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、および広州西川密封件

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。 
なお、㈱いはら西川については

12月31日から３月31日に、㈱西

和物流、㈱おおあさ西川につい

ては１月31日から３月31日に決

算日を変更しております。 
これにより、当連結財務諸表の

作成に当たっては、㈱いはら西

川については平成16年１月１日

から平成16年３月31日までの３

ヶ月、㈱西和物流、㈱おおあさ

西川については平成16年２月１

日から平成16年３月31日までの

２ヶ月の損益を連結剰余金計算

書において剰余金増加高として

処理し、平成16年４月１日から

平成17年３月31日までの12ヶ月

の損益計算書および平成17年３

月31日現在の貸借対照表を連結

しております。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

 ① 有価証券 
  その他有価証券 

時価のあるもの 
 中間連結会計期間末の

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お

ります。) 

(1) 重要な資産の評価基準およ

び評価方法 
 ① 有価証券 
  その他有価証券 

時価のあるもの 
同左 

(1) 重要な資産の評価基準およ

び評価方法 
 ① 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

り算定しております) 

  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 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。 

 ② たな卸資産

同左 
 ② たな卸資産 

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 
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 
 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。 

 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

 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 

   ② 賞与引当金 
従業員賞与の支払に備える

ため、下期中に支給するこ

とが見込まれる賞与総額の

うち、当中間連結会計期間

帰属分を引当計上しており

ます。 

 ② 賞与引当金

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、当連結会計年度帰属

分を引当計上しておりま

す。 
   ③ 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

の実績と当中間連結会計期

間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 
 ③ 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。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ④ 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９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。 

 ④ 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８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。 

 ④ 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９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。 

   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、当社および一部

の国内連結子会社の役員に

ついて内規に基づく当中間

連結会計期間末要支給額を

計上しております。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

 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、当社および一部

の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。 

  (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 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理方

法 

同左 

  (5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   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 

 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 

    …金利スワップ、為替

予約 

  ・ヘッジ対象 

    …借入金、外貨建売掛

金 

 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 

   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。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 



  

  

追加情報 

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   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・フロー変動または相

場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 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (6) その他中間連結財務諸表作

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) その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

(6) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

  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及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

中間連結キャッシュ・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。 

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。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「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22百万円を販

売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

――― 「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48百万円を販売費及

び一般管理費に計上しております。 



会計処理の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― (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」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純利

益が39百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

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

控除しております。 

――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
  

  

(中間連結損益計算書関係) 
  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

  

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 
(平成17年３月31日) 

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 

466百万円

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 

339百万円

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 

375百万円

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１     ――― ※１     ――― ※１ 固定資産売却益は土地及び建

物の売却によるものでありま

す。 

※２     ――― ※２     ――― ※２ 固定資産売却損は土地の売却

によるものであります。 

※３     ――― ※３ 当企業集団は、以下の資産グ

ループについて減損損失を計

上しました。 

(経緯) 

 上記の土地については、従業員保

養施設建設予定地として取得しまし

たが、景気の低迷等により現在は遊

休資産となっております。 

 今後の利用計画も無く、地価も著

しく下落しているため、減損損失を

認識いたしました。 

(グルーピングの方法) 

 事業部門別を基本とし、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

(回収可能額の算定方法等) 

 遊休地の回収可能額は、正味売却

価額により測定しており、固定資産

税評価額に基づき評価しておりま

す。 

用途 種類 場所
金額
(百万円)

遊休 土地 島根県大田市 39

※３     ――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

(百万円) 

現金及び預金勘定 6,900

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△12

現金及び現金同等物 6,888

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 

(百万円) 

現金及び預金勘定 7,924

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△12

現金及び現金同等物 7,912

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 8,122

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△10

現金及び現金同等物 8,111



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

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 

  
工具器具 
及び備品 

取得価額相当額 384百万円

減価償却累計額相当額 248百万円

中間期末残高相当額 136百万円

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 

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 

  
工具器具
及び備品 

取得価額相当額 277百万円

減価償却累計額相当額 201百万円

中間期末残高相当額 75百万円

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 

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 

  
工具器具 
及び備品 

取得価額相当額 371百万円

減価償却累計額相当額 269百万円

期末残高相当額 102百万円

 (注) なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低

いため、中間連結財務諸表

規則第15条において準用す

る財務諸表等規則第８条の

６第２項の規定に基づき、

「支払利子込み法」により

算定しております。 

 (注) なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低

いため、中間連結財務諸表

規則第15条において準用す

る財務諸表等規則第８条の

６第２項の規定に基づき、

「支払利子込み法」により

算定しております。 

 (注) なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期

末残高の割合が低いため、

連結財務諸表規則第15条の

３において準用する財務諸

表等規則第８条の６第２項

の規定に基づき、「支払利

子込み法」により算定して

おります。 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 60百万円

１年超 76百万円

計 136百万円

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 42百万円

１年超 33百万円

計 75百万円

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 52百万円

１年超 49百万円

計 102百万円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産

の中間期末残高等に占める

未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、中間

連結財務諸表規則第15条に

おいて準用する財務諸表等

規則第８条の６第２項の規

定に基づき、「支払利子込

み法」により算定しており

ます。 

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産

の中間期末残高等に占める

未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、中間

連結財務諸表規則第15条に

おいて準用する財務諸表等

規則第８条の６第２項の規

定に基づき、「支払利子込

み法」により算定しており

ます。 

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、有形固定資産の期

末残高等に占める未経過リ

ース料期末残高の割合が低

いため、連結財務諸表規則

第15条の３において準用す

る財務諸表等規則第８条の

６第２項の規定に基づき、

「支払利子込み法」により

算定しております。 

支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 36百万円

減価償却費相当額 36百万円

支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26百万円

支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 70百万円

減価償却費相当額 70百万円

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて、株式５百万円の減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

内訳 
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) 

株式 3,222 4,625 1,402

債券 ― ― ―

その他 230 221 △9

合計 3,453 4,846 1,393

内訳 
中間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(店頭売買株式を除く) 160

内訳 
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) 

株式 3,181 5,673 2,492

債券 ― ― ―

その他 282 296 14

合計 3,463 5,969 2,506

内訳 
中間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 160



前連結会計年度末(平成17年３月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて、株式４百万円の減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

内訳 
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) 

株式 3,231 5,075 1,843

債券 ― ― ―

その他 330 330 1

合計 3,561 5,406 1,844

  
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(店頭売買株式を除く) 160



(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日現在) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引および為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対

象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引および為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対

象から除いております。 

  

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日現在) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引および為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対

象から除いております。 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、当社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 

  

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) 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 19,635 2,383 22,019 ― 22,019

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 19,635 2,383 22,019 (―) 22,019

営業費用 19,128 2,250 21,379 ― 21,379

営業利益 506 133 640 (―) 640

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 

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 



当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、当社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 

  

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) 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 20,270 2,239 22,509 ― 22,509

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 20,270 2,239 22,509 (―) 22,509

営業費用 19,655 2,156 21,812 ― 21,812

営業利益 614 82 697 (―) 697

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 

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 



前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(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 

  

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) 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 40,538 4,813 45,351 ― 45,351

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 40,538 4,813 45,351 (―) 45,351

営業費用 39,311 4,483 43,795 ― 43,795

営業利益 1,226 330 1,556 (―) 1,556

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 

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 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(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 

  北米：アメリカ合衆国 

  その他の地域：タイ、中国 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(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 

  北米：アメリカ合衆国 

  その他の地域：タイ、中国 

  

  
日本 
(百万円) 

北米
(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 

19,894 1,096 1,028 22,019 ― 22,019

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,555 0 262 1,819 (1,819) ―

計 21,449 1,097 1,291 23,838 (1,819) 22,019

営業費用 20,758 1,027 1,389 23,175 (1,795) 21,379

営業利益 
又は営業損失(△) 

691 69 △98 663 (23) 640

  
日本 
(百万円) 

北米
(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 

19,867 771 1,869 22,509 ― 22,509

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,534 0 283 1,819 (1,819) ―

計 21,402 772 2,153 24,328 (1,819) 22,509

営業費用 20,982 697 1,942 23,621 (1,809) 21,812

営業利益 420 74 211 706 (9) 697



前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(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 

  北米：アメリカ合衆国 

  その他の地域：タイ、中国 

  

  
日本 
(百万円) 

北米
(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 

40,994 1,881 2,475 45,351 ― 45,351

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,910 1 521 3,433 (3,433) ―

計 43,905 1,882 2,996 48,784 (3,433) 45,351

営業費用 42,242 1,835 3,091 47,170 (3,375) 43,795

営業利益 
又は営業損失(△) 

1,662 46 △95 1,614 (58) 1,556



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(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 

北米：アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ 

その他：東アジア及び東南アジア諸国、ヨーロッパ諸国 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(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 

北米：アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ 

その他：東アジア及び東南アジア諸国、ヨーロッパ諸国 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(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 

   北米：アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ 

   その他：東アジアおよび東南アジア諸国、ヨーロッパ諸国 

  

区分 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,552 1,515 3,068

Ⅱ 連結売上高(百万円) 22,019

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

7.0 6.9 13.9

区分 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,247 2,558 3,806

Ⅱ 連結売上高(百万円) 22,509

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

5.5 11.4 16.9

区分 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,875 4,000 6,875

Ⅱ 連結売上高(百万円) 45,351

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

6.3 8.8 15.2



(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 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,541.50円 １株当たり純資産額 1,667.46円 １株当たり純資産額 1,584.59円

１株当たり中間純利益 27.01円 １株当たり中間純利益 51.70円 １株当たり当期純利益 65.36円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

同左 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。 

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間連結損益計算書(連結損益計算書)上の中
間(当期)純利益 539百万円 1,021百万円 1,333百万円

普通株式に係る中間(当期)純利益 539百万円 1,021百万円 1,302百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳  

 利益処分による取締役賞与金 ―百万円 ―百万円 30百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円 30百万円

普通株式の期中平均株式数 19,980,577株 19,757,032株 19,931,118株



(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



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          

１ 現金及び預金   4,806   4,860 5,678   

２ 受取手形   701   542 649   

３ 売掛金   10,273   11,007 11,371   

４ たな卸資産   1,780   2,003 1,869   

５ 繰延税金資産   429   349 472   

６ その他   1,487   794 738   

貸倒引当金   △31   △1 △33   

流動資産合計    19,447 41.0 19,558 40.3   20,746 43.2

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産 ※１        

１ 建物   2,709   2,680 2,624   

２ 機械及び装置   4,849   5,094 4,813   

３ 土地   3,902   2,857 2,896   

４ 建設仮勘定   863   1,062 720   

５ その他   1,480   1,589 1,435   

有形固定資産合計   13,805   13,282 12,491   

(2) 無形固定資産   534   546 511   

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券   4,907   6,014 5,452   

２ 関係会社株式   5,702   5,716 5,703   

３ 関係会社出資金   1,710   2,584 2,031   

４ 繰延税金資産   653   250 502   

５ その他   634   533 572   

貸倒引当金   △4   △4 △4   

投資その他の 
資産合計   13,603   15,094 14,258   

固定資産合計    27,943 59.0 28,923 59.7   27,261 56.8

資産合計    47,391 100.0 48,481 100.0   48,007 100.0

           



  

    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          

１ 支払手形   1,582   1,731 1,746   

２ 買掛金   5,009   5,479 5,330   

３ 短期借入金   2,030   1,660 1,830   

４ １年以内返済予定の 
  長期借入金   600   2,650 2,150   

５ 未払金   475   477 368   

６ 未払法人税等   234   59 591   

７ 未払消費税等   30   ― 19   

８ 賞与引当金   729   608 732   

９ 製品保証引当金   49   47 52   

10 設備支払手形   1,027   1,374 844   

11 その他   584   637 576   

流動負債合計    12,353 26.1 14,725 30.4   14,243 29.7

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金   5,550   3,100 3,600   

２ 退職給付引当金   2,274   2,407 2,333   

３ 役員退職慰労引当金   163   177 178   

４ その他   30   22 30   

固定負債合計    8,017 16.9 5,707 11.8   6,142 12.8

負債合計    20,371 43.0 20,433 42.2   20,385 42.5

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    3,364 7.1 3,364 6.9   3,364 7.0

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   3,661   3,661 3,661   

２ その他資本剰余金   ―   0 ―   

資本剰余金合計    3,661 7.7 3,662 7.5   3,661 7.6

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   685   690 685   

２ 任意積立金   17,900   18,686 17,900   

３ 中間(当期) 
  未処分利益   600   546 1,008   

利益剰余金合計    19,187 40.5 19,923 41.1   19,595 40.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    816 1.7 1,470 3.0   1,076 2.2

Ⅴ 自己株式    △9 △0.0 △372 △0.7   △75 △0.1

資本合計    27,019 57.0 28,047 57.8   27,622 57.5

負債資本合計    47,391 100.0 48,481 100.0   48,007 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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    20,404 100.0 20,781 100.0   42,352 100.0

Ⅱ 売上原価    17,303 84.8 18,031 86.8   35,709 84.3

売上総利益    3,100 15.2 2,749 13.2   6,643 15.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    2,689 13.2 2,548 12.3   5,385 12.7

営業利益    410 2.0 200 0.9   1,258 3.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  473 2.3 433 2.0   706 1.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  165 0.8 145 0.6   374 0.9

経常利益    718 3.5 489 2.3   1,590 3.8

Ⅵ 特別利益 ※３  28 0.1 217 1.0   248 0.5

Ⅶ 特別損失 ※４  5 0.0 39 0.1   217 0.5

税引前中間 
(当期)純利益    742 3.6 667 3.2   1,621 3.8

法人税、住民税 
及び事業税   254   132 675   

法人税等調整額   73 327 1.6 116 249 1.2 4 679 1.6

中間(当期)純利益    414 2.0 418 2.0   941 2.2

前期繰越利益    186 124   186 

合併による 
未処分利益受入額    ― 3   ― 

中間配当額    ― ―   119 

中間(当期) 
未処分利益    600 546   1,008 

           



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 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

① 子会社および関連会社株式 

  

同左 

  ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間会計期間末の市場

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

により算定しておりま

す。) 

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 

    期末日の市場価格等に

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

定しております) 

     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) たな卸資産 製品・原材料・仕掛品 

 総平均法による原価法 

製品・原材料・仕掛品 

同左 

製品・原材料・仕掛品 

同左 

  貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

同左 

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 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

同左 同左 

 (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。 

同左 同左 

３ 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。 

同左 同左 

 (2) 賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるた

め、下期中に支給することが見

込まれる賞与総額のうち当中間

会計期間帰属分を引当計上して

おります。 

同左 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。 

 (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、過去の実績と当中間会計期

間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。 

同左 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。 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (4) 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

給付債務および年金資産の見込

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。 

同左 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。 

 (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、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上しており

ます。 

同左 役員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

額を計上しております。 

４ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

同左 同左 

５ 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 

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… 金利スワッ

プ、為替予約

・ヘッジ対象… 借入金、外貨

建売掛金 

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 

  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 

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・フロー変動または相場

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 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本と

なる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

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。なお、未収消費税等は、

流動資産の「未収入金」に含め

て表示しております。 

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。 



追加情報 

  

  

会計処理の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「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22百万円を販売費及

び一般管理費に計上しております。 

――― 「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、当事業年度から「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48百万円を販売費及び一

般管理費に計上しております。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 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

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。 

 これにより税引前中間純利益が39

百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

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

除しております。 

――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

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) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

37,600百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

38,864百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

38,354百万円 

 ２ 偶発債務 

   銀行借入金に対する債務の保

証額 

ニシカワ・オブ 
・アメリカInc. 

22百万円

ニシカワ・ 
スタンダード・ 
カンパニー 

444百万円

ニシカワ・ 
タチャプラ 
ラート・ラバー 
・カンパニー 

389百万円

上海西川密封件 
有限公司 

348百万円

計 1,205百万円

 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 

339百万円

ニシカワ・
タチャプラ 
ラート・ラバー
・カンパニー 

324百万円

上海西川密封件
有限公司 

363百万円

計 1,027百万円

 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 

375百万円

ニシカワ・
タチャプラ 
ラート・ラバー 
・カンパニー 

360百万円

上海西川密封件
有限公司 

337百万円

計 1,073百万円



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 7百万円

受取配当金 165百万円

受入賃貸料 115百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 6百万円

受取配当金 204百万円

受入賃貸料 86百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 13百万円

受取配当金 239百万円

受入賃貸料 227百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 72百万円

固定資産除却損 47百万円

貸与資産費用 45百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 67百万円

固定資産除却損 37百万円

貸与資産費用 38百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 143百万円

固定資産除却損 134百万円

貸与資産費用 96百万円

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 4百万円

償却債権取立益 24百万円

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券
売却益 

154百万円

貸倒引当金
戻入益 

33百万円

固定資産売却益 4百万円

償却債権取立益 24百万円

※３ 特別利益の主要項目 

関連会社株式 
売却益 

196百万円

固定資産売却益 4百万円

償却債権取立益 48百万円

※４ 特別損失の主要項目 

投資有価証券 
評価損 

5百万円

※４ 特別損失の主要項目 

   当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しま

した。 

(経緯) 

 上記の土地については、従業員保

養施設建設予定地として取得しまし

たが、景気の低迷等により現在は遊

休資産となっております。 

 今後の利用計画も無く、地価も著

しく下落しているため、減損損失を

認識いたしました。 

(グルーピングの方法) 

 事業部門別を基本とし、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

(回収可能額の算定方法等) 

 遊休地の回収可能額は、正味売却

価額により測定しており、固定資産

税評価額に基づき評価しておりま

す。 

減損損失 39百万円

用途 種類 場所
金額
(百万円)

遊休 土地 島根県大田市 39

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産売却損 212百万円

投資有価証券 
評価損 

4百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 965百万円

無形固定資産 47百万円

計 1,012百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 979百万円

無形固定資産 47百万円

計 1,027百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,067百万円

無形固定資産 90百万円

計 2,158百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

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 

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 

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 

  
工具器具 
及び備品 

取得価額相当額 150百万円

減価償却累計額相当額 128百万円

中間期末残高相当額 21百万円

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 

  
工具器具
及び備品 

取得価額相当額 42百万円

減価償却累計額相当額 35百万円

中間期末残高相当額 7百万円

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 

  
工具器具 
及び備品 

取得価額相当額 136百万円

減価償却累計額相当額 123百万円

期末残高相当額 12百万円

 (注) なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低

いため、中間財務諸表等規

則第５条の３において準用

する財務諸表等規則第８条

の６第２項の規定に基づ

き、「支払利子込み法」に

より算定しております。 

 (注) なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低

いため、中間財務諸表等規

則第５条の３において準用

する財務諸表等規則第８条

の６第２項の規定に基づ

き、「支払利子込み法」に

より算定しております。 

 (注) なお、取得価額相当額は、

有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期

末残高の割合が低いため、

財務諸表等規則第８条の６

第２項の規定に基づき、

「支払利子込み法」により

算定しております。 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 13百万円

１年超 7百万円

計 21百万円

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 7百万円

１年超 0百万円

計 7百万円

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 9百万円

１年超 3百万円

計 12百万円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産

の中間期末残高等に占める

未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、中間

財務諸表等規則第５条の３

において準用する財務諸表

等規則第８条の６第２項の

規定に基づき、「支払利子

込み法」により算定してお

ります。 

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産

の中間期末残高等に占める

未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、中間

財務諸表等規則第５条の３

において準用する財務諸表

等規則第８条の６第２項の

規定に基づき、「支払利子

込み法」により算定してお

ります。 

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、有形固定資産の期

末残高等に占める未経過リ

ース料期末残高の割合が低

いため、財務諸表等規則第

８条の６第２項の規定に基

づき、「支払利子込み法」

により算定しております。 

支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 11百万円

支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 4百万円

減価償却費相当額 4百万円

支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 19百万円

減価償却費相当額 19百万円

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 



(有価証券関係) 

  

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

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) 

子会社株式および関連会社株式で時

価のあるものはありません。 

同左 同左 



(2) 【その他】 

第57期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)中間配当については、平成17年11月15日開催の取締役会

において、平成17年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。 

  

① 中間配当金の総額 156百万円

② １株当たり中間配当金 ８円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成17年12月９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おります。 

  

  

  

(1) 有価証券報告書およびその添付書類 

  事業年度 第56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日中国財務局長に提出。 

    

(2) 自己株券買付状況報告書 

  平成17年４月７日、平成17年５月６日、平成17年６月３日、平成17年７月４日、平成17年

９月１日、平成17年10月６日、平成17年11月２日、平成17年12月６日中国財務局長に提

出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月10日

西川ゴム工業株式会社 

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」に掲げられている西川ゴ

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、西川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。 

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 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  佐  上  芳  春  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  本  昭  人  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  尾  﨑  更  三  ㊞ 

  
※ 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

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月16日

西川ゴム工業株式会社 

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」に掲げられている西川ゴ

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、西川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。 

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 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  佐  上  芳  春  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  本  昭  人  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  尾  﨑  更  三  ㊞ 

  
※ 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

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月10日

西川ゴム工業株式会社 

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」に掲げられている西川ゴ

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56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、西川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 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  佐  上  芳  春  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  本  昭  人  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  尾  﨑  更  三  ㊞ 

  
※ 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

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月16日

西川ゴム工業株式会社 

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」に掲げられている西川ゴ

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57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、西川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。 

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 

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  佐  上  芳  春  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山  本  昭  人  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  尾  﨑  更  三  ㊞ 

  
※ 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

しております。 
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