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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 第54期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)

および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準

適用指針第４号)を適用しております。 

３ 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期からの潜在株式調整後１株当たり

当期純利益は記載しておりません。 

  

回次 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 40,286 41,567 44,350 45,351 49,043

経常利益 (百万円) 2,167 2,277 1,716 2,160 3,067

当期純利益 (百万円) 1,277 1,107 1,023 1,333 2,386

純資産額 (百万円) 29,882 29,467 30,336 31,530 35,178

総資産額 (百万円) 48,813 49,600 50,037 52,481 57,238

１株当たり純資産額 (円) 1,449.48 1,471.89 1,516.07 1,584.59 1,793.27

１株当たり当期純利益 (円) 61.43 52.07 49.23 65.36 119.16

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 58.76 49.98 ― ― ―

自己資本比率 (％) 61.2 59.4 60.6 60.1 61.5

自己資本利益率 (％) 4.3 3.7 3.4 4.3 7.1

株価収益率 (倍) 10.3 10.3 12.5 13.8 12.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 3,608 3,736 4,042 4,359 3,814

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,034 △4,274 △2,866 △2,233 △4,681

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,164 △744 △535 △424 △780

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 7,361 5,940 6,417 8,111 6,763

従業員数 (名) 1,980 2,252 2,442 2,567 2,920



(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 第54期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)

および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準

適用指針第４号)を適用しております。 

３ 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期からの潜在株式調整後１株当たり

当期純利益は記載しておりません。 

４ 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53期 第54期 第55期 第56期 第57期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 38,382 40,534 41,613 42,352 43,933

経常利益 (百万円) 1,150 1,304 1,316 1,590 1,394

当期純利益 (百万円) 533 712 907 941 1,010

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) 20,625 19,995 19,995 19,995 19,995

純資産額 (百万円) 25,537 25,334 26,684 27,622 29,224

総資産額 (百万円) 44,010 45,873 46,563 48,007 50,243

１株当たり純資産額 (円) 1,238.70 1,266.10 1,334.21 1,388.19 1,490.45

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

12.00 

(6.00)

12.00

(6.00)

12.00

(6.00)

14.00 

(6.00)

16.00

(8.00)

１株当たり当期純利益 (円) 25.66 33.69 44.27 45.95 50.27

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 25.31 32.81 ― ― ―

自己資本比率 (％) 58.0 55.2 57.3 57.5 58.2

自己資本利益率 (％) 2.1 2.8 3.4 3.5 3.6

株価収益率 (倍) 24.6 16.1 14.0 19.6 28.9

配当性向 (％) 46.8 35.6 27.1 30.5 31.8

従業員数 (名) 1,204 1,148 1,124 1,121 1,125



２ 【沿革】 

初代会長西川文二が田村工業株式会社に在職中、同社にスポンジゴム部を創設した後、これを独立させ、昭和９年

12月西川護膜工業所として開業し、スポンジゴム製品の製造・販売を開始いたしました。 

  

昭和24年４月 商号を西川ゴム工業株式会社として設立。 

昭和27年12月 大阪市東区(現 大阪市中央区)に大阪営業所を開設。 

昭和29年12月 東京都港区に東京営業所を開設。 

昭和36年２月 名古屋市中区に名古屋営業所を開設。 

昭和38年３月 広島県高田郡白木町(現 広島市安佐北区)に白木工場を建設。 

昭和39年３月 株式会社西川リビングを設立。(現 連結子会社) 

昭和42年２月 西川物産株式会社を設立。(現 連結子会社) 

昭和42年10月 福岡市に福岡出張所(現 山口出張所)を開設。 

昭和43年10月 広島県安佐郡安佐町(現 広島市安佐北区)に安佐工場を建設。 

昭和44年６月 名古屋営業所を愛知県刈谷市に移転。 

昭和45年９月 東京営業所を東京都品川区に移転。 

昭和47年10月 株式会社とよひら西川を設立。 

昭和47年11月 西川理化株式会社を設立。 

昭和48年３月 静岡県浜松市に浜松出張所(現 浜松営業所)を開設。 

昭和53年９月 後山化工株式会社(現 株式会社西川ビッグオーシャン)に資本参加。(現 連結子会

社) 

昭和55年８月 広島県高田郡吉田町(現 安芸高田市吉田町)に吉田工場を建設。 

昭和58年２月 株式会社西和物流を設立。(現 連結子会社) 

昭和60年１月 共栄ゴム興業有限会社(現 株式会社西川ビッグウェル)に資本参加。(現 連結子会

社) 

昭和60年７月 西和工業株式会社を設立。(現 連結子会社) 

昭和61年９月 米国にザ・スタンダード・プロダクツ・カンパニーとの合弁により、ニシカワ・ス

タンダード・カンパニーを株式会社として設立。 

平成元年３月 米国に、ニシカワ・オブ・アメリカInc.を設立(現 連結子会社)し、ニシカワ・ス

タンダード・カンパニーを、ザ・スタンダード・プロダクツ・カンパニー(現 クー

パー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー)の子会社とのパートナーシップに組織

変更。(現 持分法適用関連会社) 

平成２年２月 広島県三原市に三原工場を建設。 

平成３年６月 株式会社西川ゴム山口を設立。(現 連結子会社) 

平成３年11月 広島証券取引所に上場。 

平成５年10月 米国ミシガン州ディアボーン市にニシカワ・エンジニアリング・オブ・アメリカ

Inc.を設立。(現 連結子会社) 

平成７年８月 タイ国にインターナショナル・ラバー・パーツ・カンパニーおよび丸紅株式会社と

の合弁により、ニシカワ・タチャプララート・ラバー・カンパニーLtd.を設立。(現

連結子会社) 



  

  

平成８年７月 「ISO9001」の認証を取得。 

平成９年10月 米国自動車メーカー・ビッグスリーの品質保証規格「QS9000」の認証を取得。 

平成10年７月 株式会社いはら西川を設立。 

平成10年８月 英国バーミンガム市に欧州支店を設立。 

平成12年３月 広島証券取引所と東京証券取引所の合併により、東京証券取引所第２部に上場。 

平成12年12月 安佐工場が「ISO14001」の認証を取得。 

平成13年８月 白木工場が「ISO14001」の認証を取得。 

平成13年12月 中国上海市に当社100％出資による上海西川密封件有限公司を設立。(現 連結子会

社) 

平成14年１月 ニシカワ・エンジニアリング・オブ・アメリカInc.をミシガン州ノバイ市に移転。 

平成14年４月 広島市西区に西川デザインテクノ株式会社を設立。(現 連結子会社) 

平成14年５月 三原工場が「ISO14001」の認証を取得。 

平成14年６月 本社が「ISO14001」の認証を取得。 

平成14年10月 吉田工場が「ISO14001」の認証を取得。 

平成15年６月 福岡出張所を山口出張所に改組。 

平成16年６月 中国広州市に広州西川密封件有限公司を設立。(現 連結子会社) 

平成17年４月 後山化工株式会社が、西和工業株式会社および株式会社とよひら西川から自動車用

部品事業の営業を、株式会社おおあさ西川から自動車用部品事業の一部の営業を承

継する吸収分割を行い、株式会社西川ビッグオーシャンへ社名変更。 

西和工業株式会社が、株式会社とよひら西川の一般産業資材事業を合併し、株式会

社とよひら西川は解散。株式会社おおあさ西川が、株式会社いはら西川から自動車

用部品事業の営業を承継する吸収分割を行い、株式会社西川ビッグウェルへ社名変

更。 

当社が株式会社いはら西川の設備設計・製作事業部門を合併し、株式会社いはら西

川は解散。 

平成17年５月 中国上海市に西川橡胶(上海)有限公司を設立。(現 連結子会社) 

平成17年６月 株式会社ナチュラブを設立。(現 連結子会社) 

平成17年７月 東京営業所を東京都世田谷区に移転。 

平成17年10月 西和工業株式会社が西川理化株式会社を合併し、西川理化株式会社は解散。 

平成17年11月 「TS16949:2002版規格」の認証を取得。 



３ 【事業の内容】 

当企業集団は、連結財務諸表提出会社(当社)、連結子会社15社および関連会社６社(うち持分法適用会社３社)で構

成され、自動車用部品ならびに建築・土木・化粧品・家具および医薬品等の業界向け一般産業資材を製造販売してお

ります。 

当企業集団における主要な会社が営む主な事業と当該事業における位置付けは次のとおりであります。 

なお、事業区分は、事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。 

  

(自動車用部品) 

自動車用部品事業においては、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)および内外装製品(ドアーオープニングトリム、外装モール、ウインドモ

ール)等を当社が製造販売するほか、連結子会社の西川物産㈱ほかに製造を、西和工業㈱、㈱西川ビッグオーシャ

ンほかに加工を委託しております。また、海外においてはニシカワ・スタンダード・カンパニーが主に北米地域

の製造拠点として、ニシカワ・タチャプララート・ラバー・カンパニーが主に東南アジア地域の製造拠点とし

て、上海西川密封件有限公司が中国の製造拠点として、自動車メーカーの海外拠点化に伴う世界最適供給体制に

対応しております。 

  

(一般産業資材) 

一般産業資材事業においては、住宅用外壁目地材を当社が製造し、連結子会社の西川物産㈱ほかが化粧用パフ、

マンホール用ジョイントシール材、医療用ゴム製品等を製造し、当社が販売しております。また、連結子会社の

㈱西川リビングが家具用ウレタンフォームを加工販売しております。 

  

連結子会社 

㈱西川ビッグオーシャン……自動車用ゴム製品の加工 

ニシカワ・オブ・アメリカInc.……合弁事業のための持株会社 

ニシカワ・エンジニアリング・オブ・アメリカInc.……自動車用ゴム製品の開発および輸出入 

ニシカワ・タチャプララート・ラバー・カンパニーLtd.……自動車用ゴム製品の製造販売 

上海西川密封件有限公司……自動車用ゴム製品の製造販売 

広州西川密封件有限公司……自動車用ゴム製品の製造販売 

西川橡胶(上海)有限公司……自動車用ゴム製品、設備等の販売 

関連会社 

※ニシカワ・スタンダード・カンパニー……自動車用ゴム製品の製造販売 

※クーパー・スタンダード・オートモーティブ・メキシコS.A.……自動車用ゴム製品の製造販売 

 他３社 

(注) ※は持分法適用会社であります。 

西川物産㈱……………… 自動車用ゴム製品および金型の製造、化粧用パフ等の製造販売 

西和工業㈱……………… 

  

自動車用ゴム製品の加工、医療用ゴム製品の製造および化粧用パフ等の

加工 

㈱西川ゴム山口………… 自動車用ゴム製品の加工 

㈱西和物流……………… 運送業および倉庫業 

㈱西川リビング………… 家具用ウレタンフォームの加工販売 

㈱西川ビッグウェル…… 自動車用ゴム製品の加工 

西川デザインテクノ㈱… ＣＡＤを主体とした自動車用ゴム製品の設計 

㈱ナチュラブ…………… スキンケア製品、健康食品等の販売 

※西川化成㈱……………… 

  

自動車用ウレタンフォーム、プラスチック成形品およびウレタン加工品

の製造販売 



当企業集団等の状況を図に示すと、次のとおりとなります。 
  

 
  



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) 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おります。 

２ 「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。 

３ ＊は特定子会社であります。 

４ 上記各社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。 

  

名称 住所 資本金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社)       

西川物産㈱ 広島市安佐南区 21 自動車用部品
一般産業資材 100.0

当社の製品および金型を製造委託しています。ま
た、建物の賃貸借および資金の借入れをしていま
す。 
役員の兼任４名、出向１名 

西和工業㈱ 広島市安佐北区 69 自動車用部品
一般産業資材 100.0

当社の製品を加工委託しています。また、土地・
建物の賃貸および資金の借入れをしています。 
役員の兼任１名、出向４名 

㈱西川ビッグオーシャ
ン 広島市安佐北区 27 自動車用部品 82.53

(35.12)
当社の製品を加工委託しています。 
役員の兼任２名、出向２名 

㈱西川ゴム山口 山口県下関市 20 自動車用部品 100.0

当社の製品を加工委託しています。 
また、土地・建物を賃貸および設備資金を貸付て
います。 
役員の兼任２名 

㈱西和物流 広島市西区 10 輸送部門 100.0
当社グループの輸送を委託しています。また、資
金の借入れをしています。 
役員の兼任１名、出向１名 

㈱西川リビング 徳島県徳島市 10 一般産業資材
自動車用部品 100.0

当社の製品を加工委託しています。また資金の借
入れをしています。 
役員の兼任３名 

㈱西川ビッグウェル 広島市安佐北区 15 自動車用部品 100.0
当社の製品を加工委託しています。また資金の借
入れをしています。 
出向５名 

西川デザインテクノ㈱ 広島市西区 20 自動車用部品 100.0
ＣＡＤを主体とした設計業務を委託しています。
役員の兼任３名、出向２名 

㈱ナチュラブ 東京都世田谷区 30 一般産業資材 100.0
資金を貸付けています。
役員の兼任３名、出向１名 

ニシカワ・オブ・ 
アメリカInc.   ＊ 

米国 
デラウェア州 
ウィルミントン市 

千米ドル 
29,000 持株会社 100.0 役員の兼任１名、出向２名 

ニシカワ・エンジニア
リング・オブ・アメリ
カInc. 

米国 
ミシガン州 
ノバイ市 

千米ドル 
500 自動車用部品

100.0
(100.0)

技術支援および製品・金型を供給しています。 
役員の兼任１名、出向２名 

ニシカワ・タチャプラ
ラート・ラバー・カン
パニーLtd.    ＊ 

タイ国 
コラート 

千バーツ 
630,000 自動車用部品 94.8

技術支援および原材料・設備・金型を供給し、半
製品を受入れています。また銀行借入金の債務を
保証しています。 
役員の兼任４名、出向４名 

上海西川密封件 
有限公司     ＊ 中国上海市 

出資金 
千人民元 
173,267 

自動車用部品 100.0
技術支援および原材料・設備・金型を供給してい
ます。また銀行借入金の債務を保証しています。
役員の兼任５名、出向１名 

広州西川密封件 
有限公司 中国広州市 

出資金 
千人民元 

8,276 
自動車用部品 100.0

平成18年12月以降予定の操業開始に向け工場建設
等の支援をしています。 
役員の兼任５名、出向１名 

西川橡胶(上海) 
有限公司 中国上海市 

出資金 
千人民元 

504 
自動車用部品 100.0 役員の兼任６名、出向１名 

(持分法適用関連会社)       

西川化成㈱ 広島市安佐北区 343 自動車用部品 29.1
自動車用部品の売買をしています。 
役員の兼任１名 

ニシカワ・スタンダー
ド・カンパニー 

米国 
インディアナ州 
トペカ 

出資金 
千米ドル 
41,365 

自動車用部品
50.0
( 50.0)

技術支援および原材料・金型を供給しています。
また銀行借入金の債務を保証しています。 
役員の兼任２名、出向１名 

クーパー・スタンダー
ド・オートモーティ
ブ・メキシコS.A. 

メキシコ国 
アグアスカリエンテ
ス市 

出資金 
千ペソ 
123,923 

自動車用部品
20.0
( 20.0)

技術支援をしています。



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員数であります。 

２ 前事業年度末に比べ従業員数が353人増加していますが、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18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員数であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

(提出会社) 

(その他) 

平成17年４月１日に㈱とよひら西川が解散したことに伴い、同社の労働組合についても同日付で解散しており

ます。 

  

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 2,708 

一般産業資材 184 

全社 28 

合計 2,920 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

1,125 42.3 17.4 5,659 

結成  ： 昭和35年11月18日 

名称  ： 西川ゴム労働組合 

上部団体： 日本ゴム産業労働組合連合(日本労働組合総連合会傘下) 

組合員数： 1,155名(平成18年３月31日現在) 

労使関係： 労使協調を基本として生産性向上に協力しており、労使関係は円満に推移しておりま

す。 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績改善に伴う設備投資の拡大や、個人消費が堅調に増加するな

か、円安基調が輸出増加の追い風ともなり、景気は緩やかに回復いたしました。一方、原油や鋼材などの素材価格

の高騰による内外経済への影響が懸念されるなかで、米国や欧州経済等の伸びは鈍化傾向にありますが、中国など

アジア地域では高い経済成長が持続しました。 

このような状況下におきまして、当企業集団は引き続き海外拠点の生産や販売の能力拡大を図るとともに、製品

開発およびリードタイム短縮による原価低減活動を推進し、業績向上に努めてまいりました。この結果、当連結会

計年度の売上高は490億43百万円(前年同期比8.1％増)となりました。経常利益につきましては、海外子会社および

持分法適用の関連会社の業績向上などにより30億67百万円(前年同期比41.9％増)となり、当期純利益は23億86百万

円(前年同期比79.0％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) 

モデルチェンジや輸出の伸びなどにより日本国内の自動車生産台数が昨年度に引き続き前年を上回り、また海外

においても日系自動車メーカーの海外生産台数がアジア、米国、欧州各市場で好調に推移したことにより、売上高

は443億10百万円(前年同期比9.3％増)となりました。営業利益につきましては、上海西川密封件有限公司およびニ

シカワ・タチャプララート・ラバー・カンパニーLtd.の業績向上などが寄与し18億22百万円(前年同期比48.7％増)

となりました。 

  

(一般産業資材) 

住宅関連製品およびマンホール用ジョイントシール材などはほぼ前年並みに推移しましたが、化粧用パフおよび

医療用ゴム製品は低調裏に推移しました。この結果、売上高は47億32百万円(前年同期比1.7％減)となりました。営

業利益につきましては、スキンケア事業の拡大を図るため平成17年６月に設立いたしました㈱ナチュラブが創業初

年度である影響などをうけ、１億84百万円(前年同期比44.0％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が堅調に推移し、国内自動車メーカー向けの売上は増加しました。また海外自動車メ

ーカー向けの金型、ツーリング売上なども増加しましたが、原油価格の高騰に伴う原材料費、燃料費の上昇が影響

し、売上高は431億35百万円(前年同期比5.2％増)、営業利益は15億85百万円(前年同期比4.7％減)となりました。 

  

(アジア) 

中国などアジア地域の国内需要が堅調に伸びたことにより、自動車用部品の受注が増加し、上海西川密封件有限

公司が黒字となりました。また、ニシカワ・タチャプララート・ラバー・Ltd.についても原価低減活動などにより

業績が向上し、売上高は45億６百万円(前年同期比82.1％増)、営業利益は４億51百万円(前年実績営業損失95百万

円)となりました。 

  

(その他) 

北米向けの自動車用部品の売上が減少したことにより、売上高は14億２百万円(前年同期比25.5％減)、営業損失

は５百万円(前年実績営業利益46百万円)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、税金等調整前当期純利益や減価償却費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５億45百万円減少し、38億14百万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、有形固定資産の売却や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、国内外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や投資有価証券の取得による支出の増加

などにより、前年同期に比べ24億48百万円減少し、46億81百万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３億56百万円減少し、７億80百万円の資金の減少となりました。 

これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ13億48百万円

減少し、67億63百万円となりました。 

  



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 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 40,746 44,538 9.3 

一般産業資材 4,818 4,752 △1.4 

合計 45,565 49,290 8.2 

事業の種類別 
セグメントの名称 

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 40,538 89.4 44,310 90.4 9.3

一般産業資材 4,813 10.6 4,732 9.6 △1.7

合計 45,351 100.0 49,043 100.0 8.1

区分 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(百万円) 比率(％) 金額(百万円) 比率(％) 

マツダ㈱ 5,082 11.2 6,140 12.5

本田技研工業㈱ 5,221 11.5 5,097 10.4

トヨタ自動車㈱ 4,640 10.2 5,005 10.2



３ 【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、国内では企業業績改善を背景とした設備投資と個人消費の増加に支えられ、景気は

今後とも緩やかに回復するものと思われます。海外、とりわけアジア経済につきましては引き続き好調が見込まれま

すが、原油や鋼材などの素材価格の高騰、金利上昇、為替の動向など不透明な部分も多く、依然として予断を許さな

い状況が続くものと予想されます。このような状況において当社は、 

(1) 損益分岐点比率の引き下げ 

(2) 海外生産拠点の拡充 

(3) 顧客満足度の向上 

(4) 環境管理体制の整備と充実 

(5) 人材育成制度の構築と運用 

を中期的課題としております。また上記に加え2006年度には前年に引き続き“自分を変え 会社を変えて 未来をつ

くろう”をスローガンに「平準化生産の徹底と推進」および「リードタイム短縮活動」を短期的重点活動として、厳

しい外部環境でも勝ち残る“スピード”のある企業体質への変革を図っております。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 

なお、本項に記載した事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであるため、将来に関する事項には不

確実性を内在しており、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性があります。 

(1) 経済状況 

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

す。 

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

を受けます。 

  

(2) 為替レートの変動 

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

ンスをとっておりますが、市場状況の変化によって大幅な通貨変動の影響を受ける場合もあります。 

  

(3) 価格競争 

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

るいはグローバル展開車種増加のため、世界規模での一括発注を進めています。当企業集団の生産および販売も、

国内、北米、欧州、アジア等グローバルに展開していますが、その殆ど全ての地区で競合他社と受注競争をしてお

ります。その結果、熾烈な価格競争により利益を圧迫することも考えられます。 

  

(4) 海外進出に潜在するリスク 

当企業集団のグローバル展開に伴い、特にアジア地区の中国、タイについては今後更なる市場拡大が予測される

中、計画的に投資していく予定ですが、予測以上の受注対応のための更なる投資が必要となる場合も考えられ、短

期的な利益減少を招く恐れがあります。 

また、中国等、政治的、経済的事情による日系企業への影響を受け、事業の一時的縮小などによる利益減少を招

く恐れがあります。 

  



(5) 原材料、部品の供給 

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

格の高騰や、資材の需給バランスによる影響で品不足が発生する場合、製品原価のアップ要因となり業績に悪影響

を及ぼす可能性があります。 

  

(6) 製品の市場での不具合 

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

の建付け等相手部品との出来栄えや組合せで機能するもので、部品相互の関係で不具合が発生する場合がありま

す。 

  

(7) 他社との提携等の成否 

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

ド・オートモーティブInc.)との業務連携の状況により当企業集団の業績が影響を受ける場合があります。 

  

(8) 災害や関係機関のトラブル等による影響 

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

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

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

あります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

技術導入契約 

  

  

会社名 契約締結先 内容 契約発効日 有効期間 対価 

西川ゴム工

業㈱ 
旭コンクリート工業㈱ 

マンホール用ジョイ

ント材の製造技術 
平成７年10月24日 当該製品の販売期間中 売上高の一定割合 

西川ゴム工

業㈱ 
トレクセル社(米国) 射出成形技術 平成12年12月４日

平成12年12月４日から

平成19年12月３日まで 
成形機１台当たり 
一定金額 



６ 【研究開発活動】 

当企業集団における研究開発活動は、当社が行っております。シーリングシステム＆フォームエンジニアリングの

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、既存分野にとらわれず幅広い技術開発

に取り組んでおります。 

  

事業の種類別セグメントの研究開発活動状況は次のとおりであります。 

  

当連結会計年度中の主な研究開発活動 

(1) 自動車用部品 

シール部品の形状、材料などの共通化を推進して、単一仕様あたりの量拡大による開発コスト削減を実施中で

あります。また、コンバーチブル車等の難易度の高いシール部品の開発を更に進化させるとともに、軽量化、音

性能、環境対応に重点を置いた新製品開発に取り組んでおります。更に、自動車開発期間短縮への対応を進めて

おります。 

① 軽量化、音性能向上技術の開発 

音性能向上を重視した部品開発を行った結果、当社として新規製品であるドアホールシールを受注し、量産化

に結びつけております。また、その素材の吸音特性を活かし他用途への展開を継続研究中であります。軽量化に

ついては、低比重材の開発を継続しており、一部量産適用を開始しております。 

② 環境対応技術の開発 

地球環境保護、ＩＳＯ14001活動の一環として、揮発性有機化合物(ＶＯＣ)の撲滅に向け、耐久性や音性能を向

上させたゴム用水性塗料を開発し、量産製品に適用しております。また、排出するゴムスクラップのゼロエミッ

ション、リサイクル対応として、廃ゴム乾留炭化物を用いたアスファルト舗装材の開発を産学共同で行い、試験

施工を実施した結果、耐久性等良好な評価を得たため、本格採用に向け展開中であります。本技術は「平成17年

度資源循環技術・システム表彰奨励賞」を受賞しております。 

また、産官学で取り組んでいた地域コンソーシアム事業「ポリ乳酸射出成形による自動車モジュール部品の開

発」を終了し、自動車内装部品に適用すべく自動車メーカーと共同開発を進めております。 

③ 開発スピード向上技術の開発 

自動車開発期間短縮の流れのなか、バーチャル試作の能力向上を狙ってCADシステムの更新を実施しておりま

す。これにより、設計手順の自動化も実施可能となり、設計リードタイムが削減できております。更に進化させ

るべく継続活動中であります。 

  

これら自動車用部品事業に係る研究開発費の金額は、２億９百万円であります。 

  

(2) 一般産業資材事業 

① 健康関連商品の開発 

こんにゃくイモの主成分から「アレルギーを抑制するグルコマンナン」を開発しておりますが、本年度中に㈱

ナチュラブでの商品化を行うよう検討をすすめています。また、グルコマンナン以外の多糖類にも類似の活性が

あるものを見出し、合わせて商品化に向けた検討を行っております。 



② 環境に関する技術、製品の開発 

産官学連携による「地域新生コンソーシアム研究開発事業」を２年間実施し、昨年度で終了いたしました。こ

の成果として、生分解性樹脂であるポリ乳酸の耐熱性と耐衝撃性を大幅に改善することができました。２～３年

のうちに、この素材を用いた工業用資材や部品として実用化を図る計画です。 

なお引き続き、バイオ関連技術の開発と商品化、天然素材の発泡化技術と商品化など、新規分野の研究開発に

取り組んでおります。 

  

これら一般産業資材事業に係る研究開発費の金額は、１億１百万円であります。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態 

＜資産・負債の状況＞ 

① 資産・負債の概況 

資産は、前連結会計年度末に比べ47億57百万円増加し572億38百万円となりました。主要な増加は有形固定資

産、投資有価証券などであり、主要な減少は現金および預金、繰延税金資産等であります。負債は、前連結会計

年度末に比べ10億95百万円増加し218億28百万円となりました。主要な増加は仕入債務、短期借入金、設備支払手

形などであり、主要な減少は長期借入金であります。資本は、前連結会計年度末に比べ36億48百万円増加し351億

78百万円となりました。主要な増加は当期純利益の23億86百万円、その他有価証券評価差額金であります。自己

資本比率は61.5％であります。 

  

② たな卸資産 

たな卸資産は前連結会計年度末に比べ13.5％、４億26百万円増の35億79百万円となりました。これは主として

タイ、中国の日系自動車メーカーからの部品受注が増加したことなどに伴う増加であります。 

  

③ 設備投資 

当企業集団の設備投資は海外子会社の受注増加に伴う生産能力拡充投資、新製品のための生産設備投資および

原価低減を目的とした合理化投資等により前連結会計年度に比べ38.7％増の47億68百万円でありました。なお、

減価償却費と当期純利益の範囲内で行っております。 

  

④ 投資有価証券 

当企業集団は、特定の顧客および金融機関の株式を所有しております。これらの株式は主に市場価格のある株

式であり、時価が著しく下落した場合は回復可能性を検討して減損処理をしております。当企業集団は、原則と

して時価が取得価格に比べて30％以上下落した場合を「著しく下落」としております。当連結会計年度は保有す

る株式の下落による減損は発生しておりません。しかし将来の市場悪化または投資先の業績不振により、現在の

簿価に反映されていない損失または簿価の回収不能が発生した場合、評価損の計上が必要となる場合がありま

す。 

  



＜流動性および資金の源泉＞ 

① キャッシュ・フローの概況 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、上海西川密封件有限公司、ニシカワ・タチャプララート・ラバー・

カンパニーLtd.の業績向上などによる税金等調整前当期純利益や減価償却費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により、前連結会計年度より５億45百万円減少し、38億14百万円の資金増加となりまし

た。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ24億48百万円減少し、46億81百万円の資金の減

少となりました。これは主として国内外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や投資有価証

券の取得による支出の増加などによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、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連結

会計年度に比べ３億56百万円減少し、７億80百万円の資金の減少となりました。 

これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ13億48百万

円減少し、67億63百万円となりました。 

  

② 財務政策 

当企業集団は現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達するこ

ととしております。このうち借入に関しましては原則として現地通貨とし、運転資金については期限が１年以内

の短期借入金で、また、生産設備などの長期資金は通常固定金利の長期借入金で調達しております。 

当企業集団は、営業活動によるキャッシュフローと健全な財政状態により、当企業集団の成長を維持するため

に将来必要な運転資金および設備投資資金を調達することが可能と考えております。 

  

(2) 経営成績 

① 売上高 

売上高は、前連結会計年度に比べ8.1％増加の490億43百万円となりました。 

自動車用部品の売上高は、ゴム・樹脂シール製品(ドアーシール)が国内売上、海外売上ともに好調に推移し前

連結会計年度に比べ9.3％増加の443億10百万円となりました。 

一般産業資材製品の売上高は、マンホール用シール材などはほぼ前年並みに推移しましたが、化粧用パフ、医

療用ゴム製品は低調に推移したことにより、前連結会計年度に比べ1.7％減少の47億32百万円となりました。 

  



② 売上原価、販売費及び一般管理費 

売上原価は売上の増加に伴い、前連結会計年度に比べ8.6％増の408億15百万円となりました。これは主として

原油価格、鋼材価格の高騰の影響などによるものです。 

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度とほぼ同額の62億20百万円となりました。 

  

③ 営業利益 

営業利益は、前連結会計年度に比べ29.0％増の20億７百万円となりました。 

自動車用部品の営業利益につきましては上海西川密封件有限公司およびニシカワ・タチャプララート・ラバ

ー・カンパニーLtd.の業績向上などが寄与し、前連結会計年度に比べ48.7％増の18億22百万円となりました。 

一般産業資材製品の営業利益は、スキンケア事業の拡大を図るため平成17年６月に設立いたしました㈱ナチュ

ラブが創業初年度である影響などをうけ、前連結会計年度に比べ44.0％減の１億84百万円となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資は、新製品生産設備、合理化投資などであります。 

  

以上による設備投資額は総額47億68百万円であります。 

  

自動車用部品事業においては、新製品のためのシール製品生産設備および原価低減を目的とした合理化投資ならび

に中国の上海西川密封件有限公司における生産設備を中心に46億71百万円実施いたしました。 

  

一般産業資材事業においては、新技術の研究および新製品の開発に97百万円の投資を実施いたしました。 

  

なお、重要な設備の除却、売却等はありません。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

当企業集団(当社および連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

  

  

(2) 国内子会社 

  

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡) 

工具器具 
及び備品 合計 

白木工場 
(広島市安佐北区) 

自動車用部品 
一般産業資材 

自動車用シール製品
及び一般産業資材製
品生産設備 

278 801
101

(46,207)
251 1,432 146

安佐工場 
(広島市安佐北区) 
(注)２ 

自動車用部品 
一般産業資材 

自動車用シール製品
及び一般産業資材製
品生産設備 

638 1,745
37

(33,688)
〔4,835〕

303 2,724 307

吉田工場 
(広島県安芸高田市) 

自動車用部品 
一般産業資材 

自動車用シール・内
外装製品及び住宅用
外壁製品生産設備 

246 1,164
470

(41,023)
235 2,116 117

三原工場 
(広島県三原市) 

自動車用部品 
一般産業資材 

自動車用シール製品
及び住宅用外壁製品
生産設備 

457 1,153
506

(25,886)
250 2,367 150

本社および営業所他 
(広島市西区他) 
(注)３,４ 

全社統括業務 
販売業務 その他の設備 1,183 407

1,728
(95,006)
〔3,630〕

231 3,550 405

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡) 

工具器具 
及び備品 合計 

西川物産㈱ 
(広島市安佐南区) 

自動車用部品 
一般産業資材 

自動車用シール製
品・化粧用パフ及び
金型他生産設備 

236 303
74

(920)
41 655 120

西和工業㈱ 
(広島市安佐北区)(注)４ 

自動車用部品 
一般産業資材 

自動車用シール製品
及び化粧用パフ他生
産設備 

203 103
401

(8,608)
34 743 56

㈱西川ビッグオーシャン 
(広島市安佐北区) 自動車用部品 自動車用シール製品

生産設備 133 314
11

(5,035)
117 577 135

㈱西川ゴム山口 
(山口県下関市)(注)４ 自動車用部品 自動車用シール製品

生産設備 5 612 ― 119 737 92

㈱西和物流 
(広島市西区) 

自動車用部品 
一般産業資材 輸送関係設備 1 1 ― 1 5 10

㈱西川リビング 
(徳島県徳島市) 

自動車用部品 
一般産業資材 

家具用ウレタンフォ
ーム他生産設備 4 1

7
(3,272)

0 13 9

㈱西川ビッグウェル 
(広島市安佐北区) 自動車用部品 自動車用シール製品

生産設備 1 0 ― 0 3 92

西川デザインテクノ㈱ 
(広島市西区) 自動車用部品 自動車用シール製品

設計用機器 2 ― ― 7 9 13

㈱ナチュラブ 
(東京都世田谷区) 一般産業資材 その他設備 ― ― ― 1 1 3



(3) 在外子会社 

  

(注) １ 帳簿価額には建設仮勘定の金額は含んでおりません。なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 工場用土地の一部〔4,835㎡〕(外書き)を連結会社以外から賃借しております。 

３ 本社および営業所他の一部〔3,630㎡〕(外書き)を連結会社以外から賃借しております。 

４ 提出会社のうち「本社および営業所他」の建物および土地には連結子会社へ貸与しているものが含まれております。 

  主な建物および土地の帳簿価額と土地の面積は、以下のとおりであります。 

５ 現在休止中の主要な設備はありません。 

６ 上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡) 

工具器具 
及び備品 合計 

ニシカワ・エンジニアリング・
オブ・アメリカInc. 
(米国ミシガン州 
ノバイ市) 

自動車用部品 自動車用シール製品
設備 15 28 ― 6 50 13

ニシカワ・タチャプララート・
ラバー・カンパニーLtd. 
(タイ国コラート) 

自動車用部品 自動車用シール製品
生産設備 248 759

48
(26,400)

166 1,223 621

上海西川密封件有限公司 
(中国上海市) 自動車用部品 自動車用シール製品

生産設備 687 1,191 ― 304 2,182 630

広州西川密封件有限公司 
(中国広州市) 自動車用部品 自動車用シール製品

生産設備 ― ― ― 0 0 0

西川橡胶(上海)有限公司 
(中国上海市) 自動車用部品 その他設備 ― ― ― ― ― 1

建物および土地帳簿価額  土地面積  

   百万円  ㎡ 

㈱西川ゴム山口 1,370  36,177  

西和工業㈱ 106  26,623  

会社名 
事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容
年間リース料 
(百万円) 

リース契約残高
(百万円) 

提出会社 
自動車用部品 
一般産業資材 

ホストコンピュータ他情報通
信等設備およびＣＡＤ・ＣＡ
Ｍ設備等 

9 3

連結子会社 
西川物産㈱ 

自動車用部品 
一般産業資材 

情報通信設備および
ＣＡＤ・ＣＡＭ設備等 

10 14

連結子会社 
西川デザインテ
クノ㈱ 

自動車用部品 ＣＡＤ設備等 16 21



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。 

(1) 重要な設備の新設等 

  

(注) １ 新製品対応のための設備更新、合理化投資が中心であり完成後の生産能力の増加は殆どありません。 

２ 上記金額は、消費税等を含んでおりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

生産能力に重大な影響を及ぼす設備の除却等の計画はありません。 

  

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメント 
の名称 

設備の内容 

投資予定金額
(百万円) 資金調達

方法 

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力

総額 既支払額 着手 完了 

提出 
会社 

白木工場 
(広島市安佐北区) 

自動車用部品
一般産業資材

自動車用シール製品
及び一般産業資材 
製品生産設備 

350 91 自己資金 平成17年７月 平成19年３月   

安佐工場 
(広島市安佐北区) 

自動車用部品
一般産業資材

自動車用シール製品
及び一般産業資材 
製品生産設備 

1,040 110 自己資金 平成17年10月 平成19年３月   

吉田工場 
(広島県安芸高田市) 

自動車用部品
一般産業資材

自動車用シール・内
外装製品及び住宅用
外壁製品生産設備 

1,045 348 自己資金 平成17年４月 平成19年３月   

三原工場 
(広島県三原市) 

自動車用部品
一般産業資材

自動車用シール製品
及び住宅用外壁製品
生産設備 

612 109 自己資金 平成17年９月 平成19年３月   

その他 全社総括業務
販売業務 

本社建物、研究開発
設備及びその他設備 2,131 76 自己資金 平成17年４月 平成19年11月   

国内 
子会社 

西川物産㈱ 
(広島市安佐南区) 

自動車用部品
一般産業資材

自動車用シール製品
及び金型の生産設備 240 ― 自己資金 ― 平成19年３月   

西和工業㈱ 
(広島市安佐北区) 

自動車用部品
一般産業資材

自動車用シール製品
及び一般産業資材製
品生産設備 

65 2 自己資金 平成18年３月 平成19年３月   

㈱西川ビッグオーシ
ャン 
(広島市安佐北区) 

自動車用部品
自動車用シール製品
生産設備 324 37 自己資金 平成18年２月 平成19年３月   

㈱西川ゴム山口 
(山口県下関市) 自動車用部品

自動車用シール製品
生産設備 305 ― 自己資金 ― 平成19年３月   

㈱西川ビッグウェル 
(広島市安佐北区) 自動車用部品

自動車用シール製品
生産設備 289 ― 自己資金 ― 平成19年３月   

在外 
子会社 

ニシカワ・タチャプ 
ララート・ラバー・ 
カンパニーLTD． 
(タイ国コラート) 

自動車用部品
自動車用シール製品
生産設備 572 134 自己資金 平成17年４月 平成18年12月 増設

上海西川密封件有限 
公司 
(中国上海市) 

自動車用部品
自動車用シール製品
生産設備 366 66 自己資金 平成17年８月 平成18年12月 増設

広州西川密封件有限
公司 
(中国広州市) 

自動車用部品
自動車用シール製品
生産設備 200 ― 自己資金 ― 平成18年12月 増設



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、資本金等の推移】 

  

(注) 自己株式の消却による減少であります。 

  

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 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月30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) 

株主としての権利
内容に制限のな
い、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13年８月８日～ 
平成14年３月31日(注) 

△527 20,625 ― 3,364 ― 3,661

平成15年１月31日(注) △630 19,995 ― 3,364 ― 3,661



(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) 自己株式401,779株は、「個人その他」に401単元、「単元未満株式の状況」に779株含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) 日本ケーブルシステム株式会社は、平成18年５月１日より商号を変更し、株式会社ハイレックスコーポレーションとなりま

した。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 25 8 162 7 ― 896 1,098 ―

所有株式数 
(単元) 

― 4,752 188 2,914 491 ― 11,436 19,781 214,387

所有株式数 
の割合(％) 

― 24.02 0.95 14.73 2.48 ― 57.81 100 ―

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 2,721 13.61

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―８ 739 3.70

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―８ 451 2.26

日本ケーブルシステム株式会社 兵庫県宝塚市栄町１丁目12―28 450 2.25

計 ― 8,523 42.63



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31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779株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

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 401,000

―
株主としての権利内容
に制限のない、標準と
なる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 19,380,000 19,380 同上

単元未満株式 普通株式 214,387 ― 同上

発行済株式総数 19,995,387 ― ― 

総株主の議決権 ― 19,380 ― 

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 

401,000 ― 401,000 2.01

計 ― 401,000 ― 401,000 2.01



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類】  普通株式 

イ 【定時総会決議による買受けの状況】 

該当事項はありません。 

  

ロ 【子会社からの買受けの状況】 

該当事項はありません。 

  

ハ 【取締役会決議による買受けの状況】 

平成18年６月29日現在 

  

ニ 【取得自己株式の処理状況】 

該当事項はありません。 

  

ホ 【自己株式の保有状況】 

平成18年６月29日現在 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 価額の総額(千円) 

取締役会での決議状況 

(平成17年８月５日決議) 
200,000 200,000 

前決議期間における取得自己株式 166,000 178,776 

残存決議株式数及び価額の総額 34,000 21,224 

未行使割合(％) 17.0 10.6 

区分 株式数(株)

保有自己株式数 401,000



(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社は、業績の安定的向上と安定配当の継続および配当性向等を勘案し、経営環境や収益状況さらに財務体質の強

化にも十分配慮し、配当額を決定しております。 

当期の利益配当金につきましては、業績を勘案し株主への利益還元を進めるため、１株につき８円とし、先に実施

いたしました中間配当金と合わせ、年間としては１株につき16円となりました。 

この結果、当期の配当性向は31.8％となりました。 

内部留保いたしました資金は、研究開発・製造設備等の資金需要に充当する予定であります。 

(注) 中間配当に関する取締役会決議年月日  平成17年11月15日 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・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株価を記載しております。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・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株価を記載しております。 

  

回次 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 810 650 650 965 1,650

最低(円) 573 521 515 550 880

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高(円) 1,230 1,395 1,630 1,650 1,650 1,489

最低(円) 1,130 1,190 1,401 1,521 1,370 1,416



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
社長 ― 西 川 正 洋 昭和23年12月９日生

昭和47年４月 当社入社 

2,721

昭和54年６月 当社取締役就任 

昭和60年３月 当社専務取締役就任 

昭和61年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 

平成６年６月 豊不動産株式会社代表取締役社長

就任(現任) 

平成13年12月 上海西川密封件有限公司董事長就

任(現任) 

平成16年６月 広州西川密封件有限公司董事長就

任(現任) 

平成17年５月 西川橡胶(上海)有限公司董事長就

任(現任) 

代表取締役 
専務取締役 

自動車事業部長 
海外営業部長 山 本 文 治 昭和25年２月８日生

昭和48年４月 当社入社 

3

平成８年６月 ニシカワ・スタンダード・カンパ

ニー社長就任 

平成12年６月 当社取締役就任 

平成16年３月 ニシカワ・スタンダード・カンパ

ニー社長兼自動車事業部長 

平成16年４月 当社専務取締役就任 

  当社自動車事業部長兼海外営業部

長(現任) 

平成17年４月 当社代表取締役専務取締役就任

(現任) 

  西川デザインテクノ株式会社代表

取締役社長就任(現任) 

常務取締役 生産本部長 三 好 修 仁 昭和23年12月18日生

昭和46年４月 当社入社 

5

平成７年３月 当社海外室長 

平成11年７月 当社海外事業部長 

平成12年６月 当社取締役就任 

平成13年６月 ニシカワ・オブ・アメリカ社長就

任 

平成16年３月 当社自動車事業部海外営業部長 

平成16年４月 当社生産本部長(現任) 

平成16年６月 当社常務取締役就任(現任) 

平成17年２月 後山化工株式会社(現 株式会社

西川ビッグオーシャン)代表取締

役社長就任(現任) 

常務取締役 
管理本部長 
人材活用・教育
推進部長 

児 玉 照 三 昭和24年10月８日生

昭和47年４月 当社入社 

2

平成９年４月 当社品質保証部長 

平成13年４月 当社企画・人事部長 

平成13年６月 当社取締役就任 

平成14年３月 当社管理本部副本部長兼総合企画

部長 

平成15年４月 当社管理本部長兼総合企画部長 

平成16年６月 当社常務取締役就任(現任) 

平成17年４月 株式会社西和物流代表取締役社長

就任(現任) 

平成18年３月 当社管理本部長兼人材活用・教育

推進部長(現任) 



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 ― 西 川 泰 央 昭和30年３月28日生

昭和52年４月 当社入社 

1,138

平成５年６月 当社監査役就任 

平成７年６月 当社取締役就任(現任) 

平成９年４月 当社生産本部副本部長兼情報管理

部長 

平成10年７月 西川物産株式会社取締役副社長就

任 

平成13年６月 西川物産株式会社代表取締役社長

就任(現任) 

平成17年６月 株式会社ナチュラブ代表取締役社

長就任(現任) 

取締役 品質保証本部長 福 山 弘 二 昭和21年８月29日生

昭和44年４月 当社入社 

10

平成10年７月 当社生産本部付部長 

平成11年７月 当社原価管理部長 

平成13年４月 当社品質保証部長 

平成13年６月 当社取締役就任(現任) 

平成15年３月 当社品質保証本部長(現任) 

平成17年４月 株式会社西川ゴム山口代表取締役

社長就任(現任) 

取締役 
自動車事業部 
営業統括 
企画部長 

勝 丸 幹 夫 昭和23年９月25日生

昭和46年４月 当社入社 

6

平成８年４月 当社大阪営業所長 

平成12年４月 当社名古屋営業所長 

平成13年６月 当社取締役就任(現任) 

平成13年６月 当社営業本部副本部長兼名古屋営

業所長 

平成16年３月 当社自動車事業部名古屋営業所長 

平成18年３月 当社自動車事業部営業統括兼企画

部長(現任) 

取締役 
自動車事業部 

技術統括 
高 杉 雅 信 昭和22年11月25日生 

昭和47年４月 当社入社 

1

平成10年７月 当社産業資材事業部第２営業技術

部長 

平成14年３月 当社産業資材事業部産業資材開発

部長 

平成15年１月 当社技術開発部長 

平成15年６月 当社取締役就任(現任) 

平成15年６月 当社技術本部副本部長兼技術開発

部長 

平成16年６月 当社自動車事業部技術統括 

(現任) 

取締役 
産業資材 

事業部長 
佐々木 智 久 昭和26年10月19日生 

昭和49年４月 当社入社 

2

平成10年７月 当社東京営業所長 

平成14年３月 当社東京営業所長兼産業資材営業

統括 

平成15年６月 当社産業資材事業部営業部長 

平成15年６月 当社取締役就任(現任) 

  当社産業資材事業部長(現任) 

平成17年４月 西和工業株式会社代表取締役社長

就任(現任) 

取締役 総務部長 福 岡 美 朝 昭和27年９月５日生 

昭和61年８月 アルファトレーディング株式会社

取締役就任 

5
平成元年８月 当社入社 

平成10年７月 当社総務部長(現任) 

平成15年６月 当社理事就任 

平成16年６月 当社取締役就任(現任) 

取締役 
生産本部 

副本部長 
米 山 昌 一 昭和28年８月25日生 

昭和52年４月 当社入社 

4

平成13年４月 当社原価管理部長 

平成14年３月 総合企画部担当部長 

平成15年６月 当社理事就任 

平成15年７月 当社生産本部副本部長(現任) 

平成17年６月 当社取締役就任(現任) 



    

(注) 監査役 加藤 寛と稲林 章は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、社是(「正道」、「和」、「独創」、「安全」)と行動規範(“己の立てるところを深く掘れ そこに必ず

泉あらん”)を基本に、社会の一員として法律・法令、社会規範、企業ルールの遵守はもとより、企業本来の事業領

域を通じて社会に貢献するに留まらず、時代とともに変化する経済・環境・社会問題等にバランスよくアプローチ

することで、株主をはじめとするステークホルダー(企業を取り巻く関係者)の要求、期待、信頼に応える高い倫理

観のある誠実な企業活動を基本行動指針に、これを役員・従業員の一人ひとりが追及し実践することにより、持続

的に企業の存在価値を高めていくことを経営理念とするとともに、コーポレート・ガバナンスの基本としておりま

す。 

当社は、監査役制度を採用しており、監査役３名のうち２名は、監査強化体制のため社外監査役を選任しており

ます。社外監査役のサポート体制としましては、社内規定により以下を定め実施しております。 

① 取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行

うこととする。 

② 監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する他、定期的に取締役と意見交換等を行うこととする。 

業務執行につきましては、当社は、事業部・本部制度を敷き、当該機能の中核を取締役である「社長、事業部

長、本部長」が担っております。この業務執行を行うにあたっては、独断に陥らないよう、また法令を遵守できる

ように経営監督機能をもつ取締役会において十分な議論を経て決議を行う仕組みとしております。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

常任監査役 
  
常勤 

― 濵 本 繁 樹 昭和22年11月12日生

昭和45年４月 当社入社 

7
平成10年７月 当社経理部長 

平成17年３月 当社総務部参与 

平成18年６月 当社常任監査役就任(現任) 

監査役 
  

非常勤 
― 加 藤   寛 昭和23年10月22日生

昭和49年４月 弁護士登録 

0

昭和51年４月 加藤・久保法律事務所開設 

(現 上八丁堀法律事務所) 

  現在に至る 

平成７年６月 当社監査役就任(現任) 

監査役 
  

非常勤 
― 稲 林   章 昭和17年10月８日生 

昭和40年４月 マツダ株式会社入社 

2

平成６年６月 同社取締役就任 

平成９年６月 同社購買本部長 

平成11年４月 西川化成株式会社代表取締役社長

就任 

平成14年12月 同社相談役就任 

平成15年６月 当社監査役就任(現任) 

平成16年１月 日本ケーブルシステム株式会社 

常務取締役就任 

平成17年１月 日本ケーブルシステム株式会社

(現 株式会社ハイレックスコー

ポレーション)専務取締役就任(現

任) 

計 3,910



(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社機関の内容および内部統制システム整備の状況 

会社法362条５項に基づき、代表取締役社長により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築にお

いて、代表取締役社長が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則100条の定める同システム

の体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めました。内部統制システムの構築は、各条項に定める担当

者の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその

改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を作ることを目的としております。 

その整備状況としましては、内部統制規則を制定し、それぞれの体制については責任者及び主管部門を定め、

関連する社内規定により運用することを基本としております。 

今後の検討課題としまして、リスク管理の一層の充実、コンプライアンス体制構築の検討及び内部監査体制の

検討を行うことを課題としております。 

② 業務執行の状況 

取締役の業務執行のマネジメントについては、取締役会規則により定められている事項およびその付議基準に

該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議

題に関する十分な資料が全取締役・監査役に配付される体制をとっております。 

また、業務執行者への諮問機関として、経営戦略構築機能をもつ経営企画委員会を設置し、経営計画の立案、

諮問を行うとともに、会社方針説明会等を通じて、方針を全社員に周知徹底させることを実施しております。こ

の経営計画書に基づいた活動状況の評価につきましては、方針管理基準に基づき定期的に、事業部長、本部長に

よる診断を実施しております。 

当社での業務執行および監視体制、内部統制の模式図は以下のとおりです。 

  

 

  



(3) 監査役監査および会計監査の状況 

監査役監査につきましては、監査役会が定めた「監査方針および監査計画」に従い、業務および財産の状況等を

調査しております。取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告の聴取、決裁書類等重要

な書類の閲覧、事業所や子会社への往査等、適法性の確保、適正性の確保、財産・権利の保全、損失の未然防止を

重点にして、取締役の職務の執行を監査しております。また定期的に取締役と意見交換等を行っております。監査

が実効的に行われることを確保する体制として、代表取締役と定期的会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役

監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代

表取締役との相互認識を深めるよう努めております。 

会計監査につきましては、あずさ監査法人と監査契約を結び、会計に関する監査を公正かつ独立な立場から受け

ております。なお、会計監査業務を執行した公認会計士は、指定社員 業務執行社員 佐上芳春、山本昭人、尾﨑更

三であり、あずさ監査法人に所属しております。また会計監査業務に係る補助者は、公認会計士１名、会計士補２

名、その他１名であります。 

監査役ないし監査役会およびあずさ監査法人との連携状況につきましては、各監査役は、監査役会が定めた監査

の方針、業務の分担等に従い、定期的に会計監査人から報告および説明を受けるなどの連携をとっております。 

  

(4) 社会貢献活動の推進 

社会貢献基準において、当社の経営理念である、「社会から信頼され 良き企業市民として社会に貢献する」を

実現するために、社会貢献活動の推進体制、活動事項を明確にしております。 

  

(5) 役員報酬の内容 

１ 取締役および監査役に支払った報酬 

  

２ 利益処分による取締役賞与金の支給額(平成17年６月29日開催の第56回定時株主総会決議) 

  

(6) 監査報酬の内容 

当社が監査法人に支払うべき監査における報酬等は以下のとおりであります。 

・公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  23百万円 

上記以外の報酬はありません。 

  

  支給人員   支給額   

取締役 12名  82百万円 (当社には社外取締役はおりません) 

監査役 4名  18百万円  

  16名  101百万円  

  支給人員   支給額   

取締役 5名  26百万円  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「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)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２項のただ

し書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「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、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31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２項のただし書

きにより、改正前の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)及

び当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)並びに前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３

月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、

あずさ監査法人により監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18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
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  8,122 6,773  

２ 受取手形及び売掛金  11,032 11,683  

３ たな卸資産  3,152 3,579  

４ 繰延税金資産  598 458  

５ その他  702 955  

貸倒引当金  △32 △6  

流動資産合計  23,575 44.9 23,444 41.0

Ⅱ 固定資産     

(1) 有形固定資産     

１ 建物及び構築物 12,170 12,760    

減価償却累計額 8,106 4,064 8,415 4,345  

２ 機械装置及び運搬具 32,753 35,236    

減価償却累計額 25,940 6,813 26,829 8,407  

３ 工具器具及び備品 12,908 13,226    

減価償却累計額 11,187 1,720 11,266 1,959  

４ 土地  3,439 3,390  

５ 建設仮勘定  1,244 975  

有形固定資産合計  17,282 32.9 19,078 33.3

(2) 無形固定資産     

１ 借地権  342 340  

２ その他  744 786  

無形固定資産合計  1,087 2.1 1,127 2.0

(3) 投資その他の資産     

１ 投資有価証券 ※１  9,358 12,942  

２ 長期貸付金  84 70  

３ 繰延税金資産  627 139  

４ その他  471 442  

貸倒引当金  △6 △6  

投資その他の資産合計  10,536 20.1 13,587 23.7

固定資産合計  28,905 55.1 33,793 59.0

資産合計  52,481 100.0 57,238 100.0

      



  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18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
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金  6,430 7,068  

２ 短期借入金  3,756 5,037  

３ 未払金  298 265  

４ 未払法人税等  645 207  

５ 未払消費税等  44 68  

６ 賞与引当金  951 785  

７ 製品保証引当金  52 46  

８ 設備支払手形  697 1,250  

９ その他  1,014 1,212  

流動負債合計  13,892 26.5 15,942 27.8

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金  3,824 2,460  

２ 繰延税金負債  369 631  

３ 退職給付引当金  2,382 2,519  

４ 役員退職慰労引当金  218 245  

５ 連結調整勘定  30 22  

６ その他  15 6  

固定負債合計  6,841 13.0 5,885 10.3

負債合計  20,733 39.5 21,828 38.1

(少数株主持分)     

少数株主持分  216 0.4 231 0.4

(資本の部)     

Ⅰ 資本金  3,364 6.4 3,364 5.9

Ⅱ 資本剰余金  3,661 7.0 3,662 6.4

Ⅲ 利益剰余金  24,690 47.0 26,730 46.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,098 2.1 2,226 3.9

Ⅴ 為替換算調整勘定  △1,208 △2.3 △426 △0.7

Ⅵ 自己株式 ※３  △75 △0.1 △378 △0.7

資本合計  31,530 60.1 35,178 61.5

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 52,481 100.0 57,238 100.0

      



② 【連結損益計算書】 

  

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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
(％) 

Ⅰ 売上高  45,351 100.0 49,043 100.0

Ⅱ 売上原価  37,573 82.8 40,815 83.2

売上総利益  7,778 17.2 8,228 16.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 荷造運搬費 2,280 2,511    

２ 製品保証引当金繰入額 40 35    

３ 給料賞与 1,195 1,175    

４ 賞与引当金繰入額 185 129    

５ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

37 42    

６ 退職給付費用 166 143    

７ 福利厚生費 394 378    

８ 租税公課 68 74    

９ 減価償却費 82 79    

10 研究開発費 ※１ 516 311    

11 その他 1,254 6,221 13.7 1,338 6,220 12.7

営業利益  1,556 3.5 2,007 4.1

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 13 23    

２ 受取配当金 61 100    

３ 受入賃貸料 49 13    

４ 連結調整勘定の償却額 7 7    

５ 持分法による投資利益 561 850    

６ 為替差益 31 113    

７ 雑収入 244 968 2.1 222 1,331 2.7

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息 147 143    

２ 固定資産除却損 ※２ 193 111    

３ 雑損失 23 364 0.8 16 272 0.5

経常利益  2,160 4.8 3,067 6.3

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※３ 4 28    

２ 投資有価証券売却益 4 154    

３ 関連会社株式売却益 196 ―    

４ 貸倒引当金戻入益 ― 26    

５ 償却債権取立益 48 48    

６ ゴルフ会員権売却益 ― 253 0.5 0 259 0.5

Ⅶ 特別損失     

１ 投資有価証券評価損 4 ―    

２ 貸倒引当金繰入額 0 ―    

３ 固定資産売却損 ※４ 212 ―    

４ 固定資産除却損 ※５ ― 2    

５ 減損損失 ※６ ― 217 0.5 39 41 0.1

税金等調整前当期純利益  2,196 4.8 3,284 6.7

法人税、住民税 
及び事業税 

766 807    

法人税等調整額 93 859 1.9 78 886 1.8

少数株主利益  3 0.0 12 0.0

当期純利益  1,333 2.9 2,386 4.9
      



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

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

   

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 自己株式処分差益 ― ― 1 1

   

Ⅲ 資本剰余金期末残高 3,661 3,662

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 23,618 24,690

   

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益 1,333 2,386  

２ 連結子会社の決算期変更 
による剰余金増加高 

27 1,361 ― 2,386

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 239 315  

２ 取締役賞与金 48 288 30 346

Ⅳ 利益剰余金期末残高 24,690 26,730



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

   
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

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 税金等調整前当期純利益  2,196 3,284 

２ 減価償却費  2,791 3,092 

３ 減損損失  ― 39 

４ 貸倒引当金の増加額(△減少額)  4 △26 

５ 退職給付引当金の増加額  126 136 

６ 受取利息及び受取配当金  △74 △123 

７ 支払利息  147 143 

８ 為替差損益(△差益)  △20 △43 

９ 持分法による投資利益  △561 △850 

10 投資有価証券評価損  4 ― 

11 有形固定資産除却損  193 113 

12 有形固定資産売却益  △4 △28 

13 有形固定資産売却損  212 ― 

14 投資有価証券売却益  △4 △154 

15 関連会社株式売却益  △196 ― 

16 売上債権の増加額  △565 △651 

17 たな卸資産の減少額(△増加額)  △345 △426 

18 仕入債務の増加額  654 637 

19 その他  △233 △101 

小計  4,325 5,039 

20 利息及び配当金の受取額  99 161 

21 利息の支払額  △148 △139 

22 法人税等の支払額  △221 △1,246 

23 法人税等の還付額  305 ― 

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,359 3,814 

     

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  △12 △12 

２ 定期預金の払戻による収入  12 12 

３ 有形固定資産の取得による支出  △3,008 △4,340 

４ 有形固定資産の売却による収入  919 259 

５ 無形固定資産の取得による支出  △332 △204 

６ 投資有価証券の取得による支出  △180 △721 

７ 投資有価証券の売却による収入  23 303 

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  72 ― 

10 貸付けによる支出  △25 △29 

11 貸付金の回収による収入  59 46 

12 その他  38 4 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,233 △4,681 



  

  

   
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

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 短期借入による収入  400 2,150 

２ 短期借入金の返済による支出  △715 △2,312 

３ 長期借入による収入  200 ― 

４ 自己株式売却による収入  ― 2 

５ 自己株式取得による支出  △68 △304 

６ 配当金の支払額  △239 △315 

７ 少数株主への配当金の支払額  0 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △424 △780 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △35 298 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)  1,666 △1,348 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,417 8,111 

Ⅶ 連結子会社の決算期の変更による 
期首残高増加額 

 28 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  8,111 6,763 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は、全て連結しております。 

期末現在の連結子会社等は16社であり

ます。連結子会社名については「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。 

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。 

子会社は、全て連結しております。 

期末現在の連結子会社等は15社であり

ます。連結子会社名については「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。 

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㈱ナチュラブを連結子会

社としました。また、㈱とよひら西

川、㈱いはら西川、西川理化㈱の３社

は合併により解散しております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 関連会社３社に対する投資につい

て持分法を適用しております。持

分法を適用した関連会社名につい

ては「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。 

(1)       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。 

(2)       同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、ニシカワ・オブ・

アメリカ Inc.、ニシカワ・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。 

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社の決算

日は12月31日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、同決算日現在

の財務諸表を使用しており、連結決算

日までの期間に発生した重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行ってお

ります。 

その他の連結子会社の決算日はすべて

連結決算日と一致しております。 



  

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

 (イ)有価証券 

   その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部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 

(1) 重要な資産の評価基準および評価

方法 

 (イ)有価証券 

   その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

  

  

  

  

時価のないもの 

    同左 

   (ロ)たな卸資産 

   主として総平均法による原価法

を採用しております。 

 (ロ)たな卸資産 

同左 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 (イ)有形固定資産 

   当社および国内連結子会社は定

率法を、在外連結子会社は定額

法を採用しております。 

   また、当社および国内連結子会

社は取得価額が10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却する

方法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

   建物及び構築物   ８～50年 

   機械装置及び運搬具 ４～10年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 (イ)有形固定資産 

同左 

   (ロ)無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、当社および国内連結子会

社のソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用

可能期間(５年)による定額法を

採用しております。 

 (ロ)無形固定資産 

同左 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権に係る過去の

貸倒実績率に基づく回収不能見

込額および貸倒懸念債権等の特

定の債権に係る個別の回収不能

見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金 

同左 

   (ロ)賞与引当金 

   従業員賞与の支払に備えるた

め、翌期中に支給することが見

込まれる賞与総額のうち、当連

結会計年度帰属分を引当計上し

ております。 

 (ロ)賞与引当金 

同左 



  

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   (ハ)製品保証引当金 

   当社は、製品の品質保証期間内

でのクレームによる保証支出に

備えるため、過去の実績と当連

結会計年度の発生状況を考慮し

た支出見込額を引当計上してお

ります。 

 (ハ)製品保証引当金 

同左 

   (ニ)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当社および国内連結子会社

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。 

 (ニ)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当社および国内連結子会社

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。 

   (ホ)役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支払に備える

ため、当社および一部の国内連

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。 

 (ホ)役員退職慰労引当金 

同左 

  (4) 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を採用しており

ます。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5) 重要なヘッジ会計の方法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処

理を、振当処理の要件を満たし

ている為替予約については振当

処理を、それぞれ採用しており

ます。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

   (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

金利スワップ 借入金 

為替予約 外貨建売掛金 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 



  

  

会計処理の変更 

  

  

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   (ハ)ヘッジ方針 

   各社の経理担当部門の管理のも

と、金利変動リスクおよび為替

変動リスク回避のためにヘッジ

を行っております。 

 (ハ)ヘッジ方針 

同左 

   (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段の想定元本に関する

重要な条件とヘッジ対象に関す

る重要な条件は同一であり、か

つ、ヘッジ開始以降も継続して

キャッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定できるた

め、ヘッジの有効性の判定は省

略しております。 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (6) 消費税等の会計処理 

  消費税および地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。 

(6) 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価方

法については、全面時価評価法を採用

しております。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定は、発生年度より５年間

の均等償却を行っております。 

同左 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定し

た利益処分にもとづいて作成しており

ます。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金・随時引き出し可能な預金であり

ます。 

同左 

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度から「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当期純利益が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 

(連結貸借対照表関係) 
  

  

(連結損益計算書関係) 
  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ 関連会社に対するもの 

投資有価証券(株式) 3,792百万円

※１ 関連会社に対するもの 

投資有価証券(株式) 4,910百万円

 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

 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 
293百万円

※３ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

数は以下のとおりであります。 

普通株式 116千株

※３ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

数は以下のとおりであります。 

普通株式 406千株

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は516百万円で

あります。 

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は311百万円で

あります。 

※２ 固定資産除却損の内容は、下記のとおりでありま

す。 

機械及び装置 98百万円

工具、器具及び備品 36百万円

その他 57百万円

計 193百万円

※２ 固定資産除却損の内容は、下記のとおりでありま

す。 

機械及び装置 60百万円

工具、器具及び備品 25百万円

その他 25百万円

計 111百万円

※３ 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。 

※３ 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。 

※４ 固定資産売却損は土地の売却によるものでありま

す。 

※４         ――― 

※５         ――― ※５ 固定資産除却損は借地権及び建物の除却によるも

のであります。 

※６         ――― ※６ 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 



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

  

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

(百万円)

現金及び預金勘定 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

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 6,773 

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 6,763 

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

 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 

    (百万円) 

取得価額相当額   371

減価償却累計額相当額   269

期末残高相当額   102

機械装置
及び運搬具

その他 
(工具器具 
及び備品) 

  

合計 

(百万円) (百万円)   (百万円) 

取得価額
相当額 

27 263   290 

減価償却
累計額相当額 

18 209   228 

期末残高
相当額 

9 53   62 

  (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。 

  (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

 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 36百万円

１年超 26百万円

計 62百万円

  (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。 

  (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。 

 当連結会計年度の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

 当連結会計年度の支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 53百万円

減価償却費相当額 53百万円

 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。 



(有価証券関係) 

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 その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日現在) 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評

価損４百万円を計上しております。なお、減損処理にあたっては、期末において時価が取得原価に比べ30％～50％下落した

場合には、個別銘柄ごとに株価水準や発行会社の業況の推移等を把握し総合的に回復可能性を検討して、必要と認められた

額について減損処理を行っております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成17年３月31日現在) 

  

  

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの) 

 

(1) 株式 3,096 4,949 1,852

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 178 187 9

小計 3,274 5,136 1,862

(連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの) 

 

(1) 株式 135 126 △9

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 152 143 △8

小計 287 269 △17

合計 3,561 5,406 1,844

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円) 

23 4 ―

  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 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在) 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。減損処理にあたっては、期末において時価が取得原価に比べ30％

～50％下落した場合には、個別銘柄ごとに株価水準や発行会社の業況の推移等を把握し総合的に回復可能性を検討して、必

要と認められた額について減損処理を行っております。なお、当連結会計年度においては減損処理は行っておりません。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成18年３月31日現在) 

  

  

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの) 

 

(1) 株式 3,832 7,562 3,729

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 150 165 15

小計 3,982 7,727 3,745

(連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの) 

 

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 152 144 △8

小計 152 144 △8

合計 4,134 7,871 3,737

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円) 

303 154 ―

  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 



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

  

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 取引の内容および利用目的 

  当社および連結子会社は、調達資金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワップを利用し、また外

貨建債権・債務の為替変動リスクを回避する目的で

為替予約を利用しております。 

(1)          同左 

(2) 取引に対する取組方針 

  取引高は実儒の範囲内とし、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

(2)          同左 

(3) 取引に係るリスクの内容 

  当社および連結子会社が利用している金利スワップ

取引及び為替予約取引は、為替相場の変動によるリ

スクを有しております。なお、当社及び連結子会社

のデリバティブ取引の契約先は、信用度の高い銀行

であり、相手先の契約不履行によるリスクはほとん

どないと認識しております。 

(3)          同左 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引についての基本方針は、該当各社

の取締役会で決定され、取引の実行および管理は各

社の経理担当部門が行っております。 

(4)          同左 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

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。 

同左 



(退職給付関係) 

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 採用している退職給付制度の概要 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日現在) 

 (注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

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

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

提出会社  当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度を設けてお

りましたが、代行部分の返上に伴い、確定給付企業年金法に基づ

き平成16年２月に確定給付企業年金基金に移行しました。 

国内連結子会社 

(一部連結子会社を除く) 

 税制適格退職年金制度または退職一時金制度を採用しておりま

す。 

    

イ 退職給付債務 △8,483百万円 

ロ 年金資産(注) 3,584百万円 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △4,898百万円 

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 715百万円 

ホ 未認識数理計算上の差異 2,736百万円 

ヘ 未認識過去勤務債務 △936百万円 

ト 連結貸借対照表計上額(純額)(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △2,382百万円 

チ 前払年金費用 ― 

リ 退職給付引当金(ト－チ) △2,382百万円 

    

イ 勤務費用 406百万円 

ロ 利息費用 150百万円 

ハ 期待運用収益 △86百万円 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 231百万円 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 212百万円 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △176百万円 

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 737百万円 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ 割引率 1.9％ 

ハ 期待運用収益率 2.7％ 

ニ 会計基準変更時差異の処理年数 ８年 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 15年(発生の翌連結会計年度から) 

ヘ 過去勤務債務の額の処理年数 ８年 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日現在) 

 (注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

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

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

提出会社  当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度を設けてお

りましたが、代行部分の返上に伴い、確定給付企業年金法に基づ

き平成16年２月に確定給付企業年金基金に移行しました。 

国内連結子会社 

(一部連結子会社を除く) 

 税制適格退職年金制度または退職一時金制度を採用しておりま

す。 

    

イ 退職給付債務 △8,416百万円 

ロ 年金資産(注) 3,983百万円 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △4,433百万円 

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 478百万円 

ホ 未認識数理計算上の差異 2,196百万円 

ヘ 未認識過去勤務債務 △760百万円 

ト 連結貸借対照表計上額(純額)(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △2,519百万円 

チ 前払年金費用 ― 

リ 退職給付引当金(ト－チ) △2,519百万円 

    

イ 勤務費用 397百万円 

ロ 利息費用 153百万円 

ハ 期待運用収益 △88百万円 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 231百万円 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 230百万円 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △176百万円 

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 748百万円 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ 割引率 1.9％ 

ハ 期待運用収益率 2.7％ 

ニ 会計基準変更時差異の処理年数 ８年 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 15年(発生の翌連結会計年度から) 

ヘ 過去勤務債務の額の処理年数 ８年 



(税効果会計関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

 退職給付引当金 942百万円

 賞与引当金 386百万円

 有価証券評価損 173百万円

 役員退職慰労引当金 88百万円

 貸倒損失 79百万円

 減価償却超過額 62百万円

 製品保証引当金 21百万円

 未払事業税 56百万円

 その他 222百万円

繰延税金資産合計 2,034百万円

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 745百万円

 固定資産圧縮積立金 18百万円

 持分法適用会社留保利益 410百万円

 その他 3百万円

繰延税金負債合計 1,177百万円

繰延税金資産の純額 857百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

退職給付引当金 998百万円

賞与引当金 319百万円

有価証券評価損 156百万円

役員退職慰労引当金 99百万円

貸倒損失 48百万円

減価償却超過額 66百万円

製品保証引当金 18百万円

未払事業税 27百万円

その他 202百万円

繰延税金資産合計 1,938百万円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 1,509百万円

固定資産圧縮積立金 18百万円

持分法適用会社留保利益 442百万円

その他 0百万円

繰延税金負債合計 1,971百万円

繰延税金負債の純額 33百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であ

るため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

(調整)  

交際費等永久に損金に
算入されない項目 

0.9％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目 

△1.2％

住民税均等割等 0.7％

関係会社持分法利益 △6.7％

試験研究費等の税額控除 △1.6％

税務上の繰越欠損金の利用 △7.4％

その他 1.9％

税効果会計適用後の
 法人税等の負担率 

27.0％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成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 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,920百万円であり、その主なものは、親会社での長期投資

資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

  

区分 
自動車用部品 
(百万円) 

一般産業資材
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

   売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 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

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

    

   資産 43,197 4,363 47,560 4,920 52,481

   減価償却費 2,617 174 2,791 ― 2,791

   資本的支出 3,050 112 3,163 ― 3,163

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 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は6,598百万円であり、その主なものは、親会社での長期投資

資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

  

区分 
自動車用部品 
(百万円) 

一般産業資材
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

   売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 44,310 4,732 49,043 ― 49,043

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 44,310 4,732 49,043 (―) 49,043

  営業費用 42,487 4,547 47,035 ― 47,035

   営業利益 1,822 184 2,007 (―) 2,007

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

    

   資産 46,149 4,491 50,640 6,598 57,238

   減価償却費 2,894 197 3,092 ― 3,092

   資本的支出 5,057 109 5,166 ― 5,166

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、中国等 

３ 資産について、消去又は全社に記載している金額は消去によるものであります。事業の種類別セグメントで全社資産へ計

上している金額は、資産内容を考慮して全額日本へ含めて表示しております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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 

アジア：タイ、中国等 

その他の地域：アメリカ合衆国 

３ 前連結会計年度まで「北米」「その他の地域」として表示しておりましたセグメント区分は、当連結会計年度において北

米地域に比べてアジア地域の重要性が増したため、それぞれ「その他の地域」と「アジア」に表示を変更しております。

なお、この変更による金額的影響はありません。 

４ 資産について、消去又は全社に記載している金額は消去によるものであります。事業の種類別セグメントで全社資産へ計

上している金額は、資産内容を考慮して全額日本へ含めて表示しております。 

区分 
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

Ⅱ 資産 44,219 4,998 5,675 54,893 (2,412) 52,481

区分 
日本 
(百万円) 

アジア
(百万円) 

その他の地域
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高および営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

43,135 4,506 1,402 49,043 ― 49,043

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,899 565 9 3,473 (3,473) ―

計 46,034 5,070 1,412 52,517 (3,473) 49,043

営業費用 44,449 4,619 1,417 50,486 (3,450) 47,035

営業利益又は営業損失(△) 1,585 451 △5 2,031 (23) 2,007

Ⅱ 資産 47,774 7,027 5,676 60,478 (3,240) 57,238



【海外売上高】 

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 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、カナダ、メキシコ 

   その他：東アジアおよび東南アジア諸国、ヨーロッパ諸国等 

２ 連結売上高に占める各区分毎の売上高の割合がいずれも10％未満であるため、国または地域の記載を省略しております。

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 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、カナダ、メキシコ 

   その他：東アジアおよび東南アジア諸国、ヨーロッパ諸国等 

２ 連結売上高に占める各区分毎の売上高の割合がいずれも10％未満であるため、国または地域の記載を省略しております。

  

  計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 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(％) 15.2

  計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,862

Ⅱ 連結売上高(百万円) 49,043

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 18.1



【関連当事者との取引】 

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) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

  

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,584.59円 １株当たり純資産額 1,793.27円

１株当たり当期純利益 65.36円 １株当たり当期純利益 119.16円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益 1,333百万円 2,386百万円

普通株式に係る当期純利益 1,302百万円 2,344百万円

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 30百万円 41百万円

普通株主に帰属しない金額 30百万円 41百万円

普通株式の期中平均株式数 19,931,118株 19,676,071株



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 1,532 3,657 1.9 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 2,224 1,380 1.8 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定のものを
除く。) 

3,824 2,460 2.5
平成19年12月28日

から 
平成20年12月31日 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 7,581 7,498 ― ― 

区分 
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

長期借入金 280 2,180 ― ―



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  
第56期

(平成17年３月31日) 
第57期 

(平成18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
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  5,678 3,908  

２ 受取手形  649 602  

３ 売掛金 ※１  11,371 12,048  

４ 製品  1,087 1,250  

５ 原材料  191 258  

６ 仕掛品  529 501  

７ 貯蔵品  60 61  

８ 前払費用  93 115  

９ 繰延税金資産  472 329  

10 短期貸付金  6 5  

11 関係会社短期貸付金  310 236  

12 未収入金 ※１  286 227  

13 その他  41 48  

貸倒引当金  △33 △1  

流動資産合計  20,746 43.2 19,593 39.0

Ⅱ 固定資産     

(1) 有形固定資産     

１ 建物 8,650 8,825    

減価償却累計額 6,025 2,624 6,232 2,592  

２ 構築物 910 919    

減価償却累計額 703 207 708 211  

３ 機械及び装置 27,353 28,406    

減価償却累計額 22,540 4,813 23,163 5,242  

４ 車両運搬具 206 218    

減価償却累計額 180 26 189 29  

５ 工具、器具及び備品 10,106 10,127    

減価償却累計額 8,904 1,201 8,855 1,271  

６ 土地  2,896 2,843  

７ 建設仮勘定  720 734  

有形固定資産合計  12,491 26.0 12,926 25.7



  

  
第56期

(平成17年３月31日) 
第57期 

(平成18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
(％) 

(2) 無形固定資産      

１ 借地権  27 25  

２ ソフトウェア  472 479  

３ その他  11 11  

無形固定資産合計  511 1.1 516 1.0

(3) 投資その他の資産     

１ 投資有価証券  5,452 7,937  

２ 関係会社株式  5,703 5,716  

３ 出資金  19 19  

４ 関係会社出資金  2,031 2,584  

５ 長期貸付金  18 10  

６ 従業員長期貸付金  63 57  

７ 関係会社長期貸付金  121 572  

８ 更生債権等  0 0  

９ 長期前払費用  26 10  

10 繰延税金資産  502 ―  

11 その他  322 303  

貸倒引当金  △4 △4  

投資その他の資産合計  14,258 29.7 17,207 34.3

固定資産合計  27,261 56.8 30,650 61.0

資産合計  48,007 100.0 50,243 100.0

      

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形 ※１  1,746 1,684  

２ 買掛金 ※１  5,330 5,768  

３ 短期借入金 ※１  1,830 4,115  

４ １年以内返済予定の 
長期借入金 

 2,150 1,300  

５ 未払金  368 299  

６ 未払費用  489 549  

７ 未払法人税等  591 68  

８ 未払消費税等  19 ―  

９ 預り金  39 46  

10 前受収益  0 0  

11 賞与引当金  732 583  

12 製品保証引当金  52 46  

13 設備支払手形 ※１  844 1,250  

14 その他  47 87  

流動負債合計  14,243 29.7 15,799 31.4



  

  
第56期

(平成17年３月31日) 
第57期 

(平成18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
(％) 

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金  3,600 2,300  

２ 繰延税金負債  ― 219  

３ 退職給付引当金  2,333 2,477  

４ 役員退職慰労引当金  178 199  

５ 預り保証金  30 22  

固定負債合計  6,142 12.8 5,218 10.4

負債合計  20,385 42.5 21,018 41.8

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  3,364 7.0 3,364 6.7

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金 3,661 3,661    

２ その他資本剰余金     

(1) 自己株式処分差益 ― 1    

(2) 合併減資差益 ― 0    

資本剰余金合計  3,661 7.6 3,663 7.3

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金 685 690    

２ 任意積立金     

(1) 固定資産圧縮積立金 0 ―    

(2) 研究開発費積立金 200 200    

(3) 別途積立金 17,700 18,486    

３ 当期未処分利益 1,008 982    

利益剰余金合計  19,595 40.8 20,359 40.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,076 2.2 2,216 4.4

Ⅴ 自己株式 ※３  △75 △0.1 △378 △0.7

資本合計  27,622 57.5 29,224 58.2

負債資本合計  48,007 100.0 50,243 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  
第56期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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
(％) 

Ⅰ 売上高  42,352 100.0 43,933 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１    

１ 期首製品たな卸高 1,055 1,087   

２ 当期製品製造原価 27,488 29,227   

３ 外注製品仕入高 8,252 8,523   

合計 36,797 38,839   

４ 期末製品たな卸高 1,087 35,709 84.3 1,250 37,589 85.6

売上総利益  6,643 15.7 6,344 14.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１    

１ 荷造運搬費 2,667 2,815   

２ 製品保証引当金繰入額 40 35   

３ 貸倒引当金繰入額 1 ―   

４ 役員報酬 117 101   

５ 給料手当 870 814   

６ 賞与引当金繰入額 151 97   

７ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

31 37   

８ 退職給付費用 159 137   

９ 福利厚生費 299 281   

10 租税公課 69 61   

11 減価償却費 43 40   

12 研究開発費 ※３ 343 311   

13 その他 590 5,385 12.7 607 5,341 12.1

営業利益  1,258 3.0 1,002 2.3



  

  
第56期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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
(％) 

Ⅳ 営業外収益 ※２    

１ 受取利息 13 13   

２ 有価証券利息 0 0   

３ 受取配当金 239 256   

４ 仕入割引 4 3   

５ 受入賃貸料 227 190   

６ 為替差益 39 113   

７ 雑収入 182 706 1.7 127 705 1.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 143 134   

２ 固定資産除却損 ※４ 134 88   

３ 貸与資産費用 96 88   

４ 雑損失 0 374 0.9 1 312 0.7

経常利益  1,590 3.8 1,394 3.2



  

  

  
第56期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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
(％) 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※５ 4 28   

２ 投資有価証券売却益 ― 154   

３ 関連会社株式売却益 196 ―   

４ ゴルフ会員権売却益 ― 0   

５ 貸倒引当金戻入益 ― 33   

６ 償却債権取立益 48 248 0.5 48 265 0.6

Ⅶ 特別損失    

１ 投資有価証券評価損 4 ―   

２ 貸倒引当金繰入額 0 ―   

３ 固定資産売却損 ※６ 212 ―   

４ 固定資産除却損 ※７ ― 2   

５ 減損損失 ※８ ― 217 0.5 39 41 0.1

税引前当期純利益  1,621 3.8 1,619 3.7

法人税、住民税及び 
事業税 

675 507   

法人税等調整額 4 679 1.6 100 608 1.4

当期純利益  941 2.2 1,010 2.3

前期繰越利益  186 124 

合併による未処分利益 
受入額 

 ― 3 

中間配当額  119 156 

当期未処分利益  1,008 982 

     



製造原価明細書 

  

  

脚注 

  

原価計算の方法は、次のとおりであります。 

 (1) 工程別製品別総合原価計算であります。 

 (2) 標準原価を設定し、期中の受払はすべて標準原価をもって行い、期末に原価差額を仕掛品・製品・売上原価に配賦して調整

しております。 

  
第56期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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
(％) 

Ⅰ 材料費  8,216 29.1 9,199 30.1

Ⅱ 労務費 ※１  7,105 25.1 7,420 24.3

Ⅲ 経費    

１ 外注加工費 6,863 7,669   

２ 減価償却費 2,064 2,218   

３ 修繕費 637 605   

４ その他 3,368 12,934 45.8 3,464 13,957 45.6

当期総製造費用  28,256 100.0 30,578 100.0

期首仕掛品たな卸高  443 529 

合計  28,700 31,107 

期末仕掛品たな卸高  529 501 

他勘定振替高 ※２  682 1,378 

当期製品製造原価  27,488 29,227 

第56期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 労務費には、賞与引当金繰入額 581百万円

   および退職給付費用 531百万円

   が含まれております。  

※１ 労務費には、賞与引当金繰入額 485百万円

   および退職給付費用 568百万円

   が含まれております。  

※２ 他勘定振替高の内容は、主として研究開発費およ

び建設仮勘定であります。 

※２ 他勘定振替高の内容は、主として研究開発費およ

び建設仮勘定であります。 



③ 【利益処分計算書】 

  

(注) 固定資産圧縮積立金の取崩は、法人税法の規定に基づくものであります。 

  

  
第56期

株主総会承認年月日 
(平成17年６月29日) 

第57期 
株主総会承認年月日 
(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益 1,008 982

Ⅱ 任意積立金取崩高  

１ 固定資産圧縮 
積立金取崩高 

0 ―  

合計 1,009 982

Ⅲ 利益処分額  

１ 配当金 159 156  

２ 取締役賞与金 26 21  

３ 任意積立金  

   別途積立金 700 885 600 778

Ⅳ 次期繰越利益 124 203

   



重要な会計方針 

  

項目 
第56期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準およ

び評価方法 

子会社および関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社および関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法に

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) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準お

よび評価方法 

製品・原材料・仕掛品 

 総平均法による原価法 

貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法 

製品・原材料・仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  また、取得価額が10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間で均等償却する方法

を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

   建物及び構築物   ８～50年 

   機械装置及び運搬具 ４～10年 

(1) 有形固定資産 

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。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権に係る過去の貸倒

実績率に基づく回収不能見込額お

よび貸倒懸念債権等の特定の債権

に係る個別の回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

  従業員賞与の支払に備えるため、

翌期中に支給することが見込まれ

る賞与総額のうち当期帰属分を引

当計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づき、当

期末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

  なお、会計基準変更時差異につい

ては８年間で、数理計算上の差異

については発生の翌期から15年間

で、それぞれ均等額を費用処理し

ております。また、過去勤務債務

については８年間で定額法により

費用処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 



  

  

項目 
第56期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (4) 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金の支払に備えるた

め、当社内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

  (5) 製品保証引当金 

  製品の品質保証期間内でのクレー

ムによる保証支出に備えるため、

過去の実績と当期の発生状況を考

慮した支出見込額を引当計上して

おります。 

(5) 製品保証引当金 

同左 

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たしている金

利スワップについては特例処理

を、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約については振当処理

を、それぞれ採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

金利スワップ 借入金 

為替予約 外貨建売掛金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  経理部門の管理のもと、将来の金

利変動リスクおよび為替変動リス

ク回避のためにヘッジを行ってお

ります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の想定元本に関する重

要な条件のヘッジ対象に関する重

要な条件は同一であり、かつ、ヘ

ッジ開始以降も継続してキャッシ

ュ・フロー変動を完全に相殺する

ものと想定できるため、ヘッジの

有効性の判定は省略しておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

  

  

第56期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当期から「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。 

これにより税引前当期純利益が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 

(貸借対照表関係) 

  

  

第56期 
(平成17年３月31日) 

第57期
(平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に関するものは、次のとおりでありま

す。 

  

売掛金 2,817百万円

未収入金 261百万円

支払手形 506百万円

買掛金 1,444百万円

短期借入金 680百万円

設備支払手形 146百万円

※１ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に関するものは、次のとおりでありま

す。 

売掛金 2,989百万円

未収入金 160百万円

支払手形 336百万円

買掛金 1,533百万円

短期借入金 815百万円

設備支払手形 141百万円

※２ 会社が発行する株式 普通株式 48,343千株

   発行済株式数    普通株式 19,995千株

※２ 会社が発行する株式 普通株式 48,343千株

   発行済株式数    普通株式 19,995千株

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 116千株

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 401千株

 ４ 偶発債務 

   下記会社の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Ltd. 

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

 ４ 偶発債務 

   下記会社の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 

293百万円

ニシカワ・タチャプララート・
ラバー・カンパニーLtd. 

314百万円

上海西川密封件有限公司 212百万円

計 819百万円

 ５ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する金額は

1,076百万円であります。 

 ５ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する金額は

2,216百万円であります。 



(損益計算書関係) 

  

  

第56期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 売上原価と販売費及び一般管理費の中には、関係

会社との取引に係るものが9,941百万円含まれて

おります。 

※１ 売上原価と販売費及び一般管理費の中には、関係

会社との取引に係るものが10,296百万円含まれて

おります。 

※２ 営業外収益の中には、関係会社との取引に係るも

のが426百万円含まれております。 

※２ 営業外収益の中には、関係会社との取引に係るも

のが395百万円含まれております。 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に 
含まれる研究開発費 

343百万円

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に
含まれる研究開発費 

311百万円

※４ 固定資産除却損の内容は、下記のとおりでありま

す。 

機械及び装置 54百万円

工具、器具及び備品 21百万円

その他 58百万円

計 134百万円

※４ 固定資産除却損の内容は、下記のとおりでありま

す。 

機械及び装置 48百万円

工具、器具及び備品 15百万円

その他 24百万円

計 88百万円

※５ 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。 

※５ 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。 

※６ 固定資産売却損は土地の売却によるものでありま

す。 

※６         ――― 

※７         ――― ※７ 固定資産除却損は借地権及び建物の除却によるも

のであります。 

※８         ――― ※８ 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。 

用途 種類 場所 
金額 
(百万円) 

遊休 土地 島根県大田市 39 



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

  

  

第56期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

 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

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 39百万円

期末残高相当額 3百万円

  (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。 

  (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

 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3百万円

１年超 0百万円

計 3百万円

  (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。 

  (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。 

 当期の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

 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 9百万円

減価償却費相当額 9百万円

 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。 

第56期 
(平成17年３月31日) 

第57期
(平成18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 



(税効果会計関係) 

  

  

第56期 
(平成17年３月31日) 

第57期
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

繰延税金資産  

  退職給付引当金 922百万円

  賞与引当金 296百万円

  有価証券評価損 163百万円

  貸倒損失 87百万円

  役員退職慰労引当金 72百万円

  減価償却超過額 42百万円

  その他 120百万円

繰延税金資産合計 1,705百万円

繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 729百万円

繰延税金負債合計 729百万円

繰延税金資産の純額 975百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

  退職給付引当金 981百万円

  賞与引当金 235百万円

  有価証券評価損 146百万円

  貸倒損失 53百万円

  役員退職慰労引当金 80百万円

  減価償却超過額 46百万円

  製品保証引当金 18百万円

  その他 49百万円

繰延税金資産合計 1,612百万円

繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 1,502百万円

繰延税金負債合計 1,502百万円

繰延税金資産の純額 110百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の百分の五以下であるた

め注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

(調整)  

交際費等永久に損金に
算入されない項目 

1.5％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目 

△4.7％

住民税均等割等 1.3％

試験研究費等の税額控除 △3.1％

その他 2.2％

税効果会計適用後の
 法人税等の負担率 

37.6％



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

  

第56期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,388.19円 １株当たり純資産額 1,490.45円

１株当たり当期純利益 45.95円 １株当たり当期純利益 50.27円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
第56期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益 941百万円 1,010百万円

普通株式に係る当期純利益 915百万円 989百万円

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 26百万円 21百万円

普通株主に帰属しない金額 26百万円 21百万円

普通株式の期中平均株式数 19,931,118株 19,676,071株



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 
  

(注) 日本ケーブルシステム株式会社は、平成18年５月１日より商号を変更し、株式会社ハイレックスコーポレーションとなりま

した。 
  

【その他】 
  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円) 

(投資有価証券)   

その他有価証券   

トヨタ自動車㈱ 182,234 1,171 

本田技研工業㈱ 109,120 795 

日本ケーブルシステム㈱ 340,900 703 

㈱山口銀行 353,000 648 

㈱広島銀行 783,951 547 

㈱アスティ 316,000 383 

㈱伊予銀行 300,000 379 

㈱ジェイエムエス 760,000 342 

ＪＳＲ㈱ 97,455 341 

コカコーラウェストジャパン㈱ 86,163 240 

住友信託銀行㈱ 159,245 216 

㈱中国銀行 120,000 216 

大和ハウス工業㈱ 100,000 204 

㈱あじかん 150,000 149 

ニッセイ同和損害保険㈱ 175,000 145 

㈱もみじホールディングス 369 121 

スズキ㈱ 41,000 110 

㈱自重堂 94,500 108 

㈱みずほフィナンシャルグループ 
(第11回第11種優先株式) 

100 100 

㈱三井住友フィナンシャルグループ 75 98 

マツダ㈱ 137,000 97 

㈱みずほフィナンシャルグループ 92 89 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・
グループ 

43 78 

丸紅㈱ 100,000 61 

トヨタ車体㈱ 25,000 57 

関東自動車工業㈱ 28,000 48 

日産車体㈱ 49,135 40 

㈱ロイヤルホテル 90,000 35 

その他15銘柄 176,171 141 

計 4,774,557 7,676 

種類及び銘柄 投資口数等(千口) 貸借対照表計上額(百万円) 

(投資有価証券)   

その他有価証券   

証券投資信託受益証券   

日本株ファンド(あゆみ) 119,801 135 

国際グローバル・ソブリン・
オープン１Ｍ 

122,000 96 

公社債投信04-4 30,000 30 

計 271,801 261 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額のうち主なものは、下記のとおりであります。 

２ 当期減少額のうち主なものは、下記のとおりであります。 

  なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。 

  

資産の種類 前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 

累計額(百万円)

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末 
残高 
(百万円) 

有形固定資産       

 建物 8,650 203 29 8,825 6,232 233 2,592

 構築物 910 29 20 919 708 22 211

 機械及び装置 27,353 1,712 660 28,406 23,163 1,187 5,242

 車両運搬具 206 13 1 218 189 10 29

 工具、器具及び備品 10,106 939 918 10,127 8,855 761 1,271

 土地 2,896 ― 52
(39)

2,843 ― ― 2,843

 建設仮勘定 720 4,322 4,309 734 ― ― 734

有形固定資産計 50,845 7,221 5,991
(39)

52,075 39,148 2,215 12,926

無形固定資産       

 借地権 27 ― 2 25 ― ― 25

 ソフトウェア 809 126 4 932 453 119 479

 その他 12 0 ― 12 0 0 11

無形固定資産計 850 127 6 971 454 119 516

長期前払費用 26 1 17 10 ― ― 10

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(1) 機械及び装置 安佐工場設備 402百万円

  白木工場設備 264

  吉田工場設備 379

  三原工場設備 454

(2) 工具、器具及び備品 金型 802

(3) 建設仮勘定 安佐工場設備 70

  白木工場設備 78

  吉田工場設備 277

  三原工場設備 100

(1) 機械及び装置 廃却 376百万円

  売却 283

(2) 工具、器具及び備品 金型の廃却 224

  金型の売却 607



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 当期末における自己株式数は401,779株であります。 

２ 利益準備金の増加の原因は、子会社を合併したことによるものであります。 

３ 任意積立金の増減の原因は、前期決算の利益処分および子会社を合併したことによるものであります。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(百万円) 3,364 ― ― 3,364

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (19,995,387) (―) (―) (19,995,387)

普通株式 (百万円) 3,364 ― ― 3,364

計 (株) (19,995,387) (―) (―) (19,995,387)

計 (百万円) 3,364 ― ― 3,664

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

資本準備金     

 株式払込剰余金 (百万円) 3,661 ― ― 3,661

その他資本剰余金     

 自己株式処分差益 (百万円) ― 1 ― 1

 合併減資差益 (百万円) ― 0 ― 0

計 (百万円) 3,661 1 ― 3,663

利益準備金及び 
任意積立金 

利益準備金 (百万円) 685 4 ― 690

任意積立金     

 固定資産圧縮 
 積立金 

(百万円) 0 ― 0 ―

 研究開発積立金 (百万円) 200 ― ― 200

 別途積立金 (百万円) 17,700 786 ― 18,486

計 (百万円) 18,586 791 0 19,377

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 37 1 ― 33 5 

賞与引当金 732 583 732 ― 583 

製品保証引当金 52 35 41 ― 46 

役員退職慰労引当金 178 37 16 ― 199 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

(イ)現金及び預金 

  

  

(ロ)受取手形 

  

  

受取手形の期日別内訳は次のとおりであります。 

  

区分 金額(百万円)

現金 5

預金の種類  

当座預金 3,072

普通預金 65

通知預金 60

外貨預金 704

小計 3,903

計 3,908

相手先 金額(百万円)

㈱篠原 85

㈱レニアス 65

堀田ゴム工業㈱ 56

アスモ㈱ 39

東邦工業ゴム㈱ 31

その他 323

計 602

期日別 金額(百万円)

平成18年４月 154 

平成18年５月 162 

平成18年６月 156 

平成18年７月 116 

平成18年８月 13 

計 602 



(ハ)売掛金 
  

  

売掛金回収状況 
  

(注) １ 当期発生高には、製品加工のための半製品等の有償支給を含んでおります。 

２ 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等を含んでおります。 

  

(ニ)製品 
  

  

相手先 金額(百万円)

上海西川密封件有限公司 1,646

マツダ㈱ 1,293

スズキ㈱ 962

本田技研工業㈱ 934

トヨタ自動車㈱ 827

その他 6,384

計 12,048

期首残高 
(百万円) 
  
(Ａ) 

当期発生高 
(百万円) 
  
(Ｂ) 

当期回収高
(百万円) 
  
(Ｃ) 

当期末残高
(百万円) 
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(ヵ月)
  

Ｄ÷ 
Ｂ 
12 

11,371 54,101 53,423 12,048 81.6 2.67

品目 金額(百万円)

自動車用部品 1,158

一般産業資材 92

計 1,250



(ホ)原材料 
  

  

(ヘ)仕掛品 
  

  

(ト)貯蔵品 
  

  

品目 金額(百万円)

ゴム練生地 11

合成ゴム 26

樹脂コンパウンド 17

鋼材 24

ゴム補強材 7

ゴム軟化材 4

その他 168

計 258

品目 金額(百万円)

自動車用部品 487

一般産業資材 14

計 501

品目 金額(百万円)

包装資材 2

工場消耗品 19

燃料・油類 10

補修部品 26

その他 2

計 61



(チ)関係会社株式 

  

  

(リ)関係会社出資金 

  

  

銘柄 株式数(株) 金額(百万円) 

株式  

西川物産㈱ 42,400 80

㈱西川リビング 20,000 7

㈱西川ビッグオーシャン 26,060 17

㈱西和物流 200 10

西和工業㈱ 1,408 55

ニシカワ・オブ・アメリカInc. 2,900 3,702

㈱西川ビッグウェル 347 7

㈱西川ゴム山口 400 20

ニシカワ・タチャプララート・ 
ラバー・カンパニーLtd. 

59,750 1,660

西川デザインテクノ㈱ 400 20

㈱ナチュラブ 600 30

豊不動産㈱ 483 4

西川化成㈱ 200,250 100

計 355,198 5,716

銘柄 金額(百万円) 

上海西川密封件有限公司 2,467

広州西川密封件有限公司 110

西川橡胶(上海)有限公司 6

計 2,584



② 負債の部 

(イ)支払手形 

  

  

支払手形の期日別内訳は次のとおりであります。 

  

  

(ロ)買掛金 

  

  

相手先 金額(百万円)

㈱モルテン 185

イデア工業㈱ 169

西川物産㈱ 147

西川化成㈱ 121

大下産業㈱ 109

その他 951

計 1,684

期日別 金額(百万円)

平成18年４月 448 

平成18年５月 432 

平成18年６月 412 

平成18年７月 339 

平成18年８月 51 

計 1,684 

相手先 金額(百万円)

三井化学㈱ 545

㈱西川ビッグオーシャン 486

白石工業㈱ 460

㈱西川ゴム山口 290

ＪＳＲ㈱ 252

その他 3,731

計 5,768



(ハ)短期借入金 

  

  

(ニ)設備支払手形 

  

  

設備支払手形の期日別内訳は次のとおりであります。 

  

  

相手先 金額(百万円)

㈱広島銀行 1,150

㈱山口銀行 800

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 400

㈱中国銀行 250

住友信託銀行㈱ 200

㈱伊予銀行 200

㈱三井住友銀行 150

㈱みずほ銀行 150

その他 815

計 4,115

相手先 金額(百万円)

ミクロ電子㈱ 199

㈱オカモト 153

西川物産㈱ 141

㈱ハセガワモールド 87

平岡工業㈱ 77

その他 590

計 1,250

期日別 金額(百万円)

平成18年４月 347 

平成18年５月 538 

平成18年６月 217 

平成18年７月 133 

平成18年８月 12 

計 1,250 



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注)  平成18年５月１日以降、会社法第440条第４項の規定により、決算公告は行なっておりません。 

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 1,000株券 5,000株券 10,000株券

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

株券喪失登録   

  株券喪失登録申請料 １株につき10,000円(消費税別)

  株券登録料 １株につき  500円(消費税別)

単元未満株式の買取り・
買増し 

  

  取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 
毎年３月31日現在、1,000株(１単元)以上ご所有の株主に対し、3,000円相当の自社開
発商品詰合せセットを７月初め頃に贈呈 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は親会社等はありません。 

  

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券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、平成18年１月17

日、平成18年２月７日、平成18年３月７日、平成18年４月５日、平成18年５月８日、平成

18年６月５日中国財務局長に提出。 

    

(3) 半期報告書 

  第57期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

平成17年12月20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。 

  



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月29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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、西

川ゴム工業株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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、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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月29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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、西

川ゴム工業株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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、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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月29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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、西川ゴ

ム工業株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に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、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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月29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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、西川ゴ

ム工業株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に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、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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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