
２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,474,457 2,440,514

受取手形 ※２, ※６  2,147,524 ※２, ※６  2,141,716

売掛金 ※２  7,133,356 ※２  6,579,403

商品及び製品 912,521 930,711

仕掛品 235,345 220,055

原材料及び貯蔵品 706,649 771,344

前払費用 30,772 16,739

繰延税金資産 332,115 307,574

未収入金 ※２  366,157 ※２  267,132

その他 61,599 128,651

貸倒引当金 △9,300 △800

流動資産合計 15,391,198 13,803,044

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１  7,342,158 ※１  7,375,650

減価償却累計額 △4,784,580 △4,943,208

建物（純額） 2,557,578 2,432,441

構築物 ※１  1,185,289 ※１  1,193,865

減価償却累計額 △931,545 △955,638

構築物（純額） 253,743 238,227

機械及び装置 ※１  13,017,000 ※１  13,121,009

減価償却累計額 △10,982,120 △11,396,696

機械及び装置（純額） 2,034,880 1,724,312

車両運搬具 263,670 264,474

減価償却累計額 △224,731 △235,054

車両運搬具（純額） 38,938 29,419

工具、器具及び備品 8,269,001 8,597,937

減価償却累計額 △7,434,932 △7,561,470

工具、器具及び備品（純額） 834,069 1,036,466

土地 ※１  2,828,828 ※１  2,828,828

建設仮勘定 224,029 226,523

有形固定資産合計 8,772,068 8,516,219

無形固定資産   

借地権 30,369 30,369

ソフトウエア 47,987 52,098

電話加入権 11,903 8,422

その他 3,116 2,814

無形固定資産合計 93,378 93,705
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  4,620,079 ※１  5,655,475

関係会社株式 1,908,137 2,228,828

出資金 80,270 80,270

関係会社出資金 1,143,981 1,189,878

関係会社長期貸付金 327,543 354,787

破産更生債権等 1,586 1,554

長期前払費用 6,828 10,109

繰延税金資産 387,316 10,677

その他 58,335 55,351

貸倒引当金 △5,176 △4,154

投資損失引当金 △39,000 －

投資その他の資産合計 8,489,902 9,582,779

固定資産合計 17,355,348 18,192,704

資産合計 32,746,546 31,995,749

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※２, ※６  430,624 ※２, ※６  398,856

買掛金 ※２  7,398,350 ※２  6,351,442

1年内返済予定の長期借入金 ※１  3,168,208 ※１  1,026,496

リース債務 5,619 13,744

未払金 927,924 833,954

未払費用 754,926 755,455

未払法人税等 243,873 37,822

未払消費税等 60,137 27,663

預り金 211,929 226,103

従業員預り金 ※１  352,949 ※１  354,158

設備関係支払手形 ※６  39,080 ※６  37,439

役員賞与引当金 21,000 27,210

その他 1 －

流動負債合計 13,614,627 10,090,346

固定負債   

長期借入金 ※１  1,015,000 ※１  2,185,505

リース債務 25,288 54,197

長期未払金 32,450 31,724

退職給付引当金 2,676,049 2,650,073

固定負債合計 3,748,788 4,921,499

負債合計 17,363,415 15,011,846
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,753,085 4,753,085

資本剰余金   

資本準備金 4,258,867 4,258,867

その他資本剰余金 99,285 99,285

資本剰余金合計 4,358,153 4,358,153

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 3,349 2,766

別途積立金 3,925,243 4,525,243

繰越利益剰余金 1,697,274 2,021,529

利益剰余金合計 5,625,867 6,549,539

自己株式 △477,319 △477,428

株主資本合計 14,259,786 15,183,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,123,344 1,800,553

評価・換算差額等合計 1,123,344 1,800,553

純資産合計 15,383,131 16,983,902

負債純資産合計 32,746,546 31,995,749
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②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 29,541,492 28,936,563

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 977,743 912,521

当期商品仕入高 ※２  9,671,425 ※２  8,981,847

当期製品製造原価 14,322,109 14,480,276

合計 24,971,278 24,374,646

他勘定振替高 4,871 4,521

商品及び製品期末たな卸高 912,521 930,711

売上原価合計 ※１  24,053,885 ※１  23,439,412

売上総利益 5,487,607 5,497,150

販売費及び一般管理費 ※３, ※４  4,912,568 ※３, ※４  5,213,406

営業利益 575,039 283,744

営業外収益   

受取利息 12,359 19,309

受取配当金 ※２  661,334 ※２  927,796

不動産賃貸料 ※２  81,400 ※２  91,854

その他 76,893 73,010

営業外収益合計 831,987 1,111,970

営業外費用   

支払利息 91,386 58,063

為替差損 25,278 －

支払手数料 5,756 13,249

その他 2,910 20,587

営業外費用合計 125,331 91,901

経常利益 1,281,694 1,303,814

特別利益   

固定資産売却益 ※５  995 －

投資損失引当金戻入額 60,000 39,000

新株予約権戻入益 61,519 －

受取保険金 24,649 3,640

特別利益合計 147,164 42,640

特別損失   

固定資産処分損 ※６  16,304 ※６  31,102

投資有価証券評価損 1,967 －

関係会社出資金売却損 － 2,181

会員権売却損 － 500

特別損失合計 18,271 33,784

税引前当期純利益 1,410,587 1,312,670

法人税、住民税及び事業税 340,000 139,818

法人税等調整額 118,087 27,239

法人税等合計 458,087 167,057

当期純利益 952,499 1,145,612
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【製造原価明細書】 

 
  ※１ 経費の主なものは、減価償却費であり、第106期（前事業年度）1,255,977千円、第107期(当事業年度)

1,097,733千円であります。 

２ 原価計算の方法 当社の原価計算は工場別総合原価計算を採用しています。 

  

  (自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

前事業年度
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当事業年度

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費  9,020,083 63.1 9,269,782 64.1 

Ⅱ 労務費  2,866,086 20.0 2,862,677 19.8 

Ⅲ 経費 ※１ 2,416,784 16.9 2,333,930 16.1 

  当期総製造費用  14,302,953 100.0 14,466,391 100.0 

  仕掛品期首たな卸高  255,623  235,345  

計  14,558,577  14,701,736  

  他勘定振替高  1,123  1,404  

  仕掛品期末たな卸高  235,345  220,055  

  当期製品製造原価  14,322,109  14,480,276  
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 4,753,085 4,753,085

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,753,085 4,753,085

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 4,258,867 4,258,867

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,258,867 4,258,867

その他資本剰余金   

当期首残高 99,285 99,285

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 99,285 99,285

資本剰余金合計   

当期首残高 4,358,153 4,358,153

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,358,153 4,358,153

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 4,070 3,349

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △720 △583

当期変動額合計 △720 △583

当期末残高 3,349 2,766

別途積立金   

当期首残高 3,125,243 3,925,243

当期変動額   

別途積立金の積立 800,000 600,000

当期変動額合計 800,000 600,000

当期末残高 3,925,243 4,525,243

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,765,996 1,697,274
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △221,942 △221,941

当期純利益 952,499 1,145,612

固定資産圧縮積立金の取崩 720 583

別途積立金の積立 △800,000 △600,000

当期変動額合計 △68,722 324,254

当期末残高 1,697,274 2,021,529

利益剰余金合計   

当期首残高 4,895,310 5,625,867

当期変動額   

剰余金の配当 △221,942 △221,941

当期純利益 952,499 1,145,612

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 730,557 923,671

当期末残高 5,625,867 6,549,539

自己株式   

当期首残高 △477,280 △477,319

当期変動額   

自己株式の取得 △39 △108

当期変動額合計 △39 △108

当期末残高 △477,319 △477,428

株主資本合計   

当期首残高 13,529,268 14,259,786

当期変動額   

剰余金の配当 △221,942 △221,941

当期純利益 952,499 1,145,612

自己株式の取得 △39 △108

当期変動額合計 730,517 923,562

当期末残高 14,259,786 15,183,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,364,189 1,123,344

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △240,844 677,208

当期変動額合計 △240,844 677,208

当期末残高 1,123,344 1,800,553
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 1,364,189 1,123,344

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △240,844 677,208

当期変動額合計 △240,844 677,208

当期末残高 1,123,344 1,800,553

新株予約権   

当期首残高 61,519 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,519 －

当期変動額合計 △61,519 －

当期末残高 － －

純資産合計   

当期首残高 14,954,977 15,383,131

当期変動額   

剰余金の配当 △221,942 △221,941

当期純利益 952,499 1,145,612

自己株式の取得 △39 △108

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302,364 677,208

当期変動額合計 428,153 1,600,771

当期末残高 15,383,131 16,983,902
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【注記事項】 

(重要な会計方針) 

１  有価証券の評価基準及び評価方法 

(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 

(2)その他有価証券 

①時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定） 

②時価のないもの…移動平均法による原価法 

  

２  デリバティブの評価基準及び評価方法 

  金利スワップ契約については、特例処理の要件を満たすため時価評価をせず、その金銭の受払の純額を

金利交換の対象となる負債に係る利息に加減して処理をしております。 

  

３  たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

  総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

  

４  固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法によっております。 

(ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに工具、器具及び備品のうち量

産金型については定額法によっております。) 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

(3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

(4)長期前払費用 

  法人税法の規定による均等償却 

  

５  引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

建物及び構築物 10～50年

機械及び装置 ８～９年
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(2)投資損失引当金 

関係会社等への投資に対する損失に備えるため、当該会社の資産内容及び将来の業績見込を勘案して計

上しております。 

(3)役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上して

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、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業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。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額(定額

法)を、費用処理をしております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額

(定額法)を、それぞれ発生した年の翌事業年度より費用処理しております。 

  

６  外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

  

７  収益及び費用の計上基準 

  完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

①  当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法） 

②  その他の工事 

工事完成基準 

  

８  ヘッジ会計の方法 

①  ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっておりま

す。 

②  ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金の金利 

③  ヘッジ方針 

借入債務の金利変動リスクをヘッジする目的で行っております。 

④  ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件に該当するかの判断をもって、ヘッジ有効性の評価に

代えております。 

  

９  その他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は税抜き方式によっております。                      
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(貸借対照表関係) 

※１  担保資産 

担保に供されている資産は、次のとおりであります。 

 
(注）担保に供されている投資有価証券のうち、前事業年度1,836,193千円及び当事業年度2,380,601千円は、貸出

コミットメント契約に係るものであります。 

  

担保付債務は、次のとおりであります。 

 
  

上記有形固定資産のうち、工場財団抵当に供されている資産及び対応する債務は、次のとおりであり

ます。 

 
  

 
  

※２  関係会社に対する資産・負債 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれるものは、次のとおりであります。 

 
  

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

建物 460,727千円 471,433千円 

構築物 17,205 〃 16,381 〃 

機械及び装置 174,177 〃 146,750 〃 

土地 385,993 〃 385,993 〃 

投資有価証券(注) 2,264,490 〃 2,963,801 〃 

計 3,302,593 〃 3,984,359 〃 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

短期借入金 1,668,208千円 521,496千円 

従業員預り金 352,949 〃 354,158 〃 

長期借入金 295,000 〃 976,005 〃 

計 2,316,157 〃 1,851,659 〃 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

建物 128,946千円 134,272千円 

構築物 17,205  〃 16,381 〃 

機械及び装置 174,177 〃 146,750 〃 

土地 68,065 〃 68,065 〃 

計  388,394 〃 365,470 〃 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

１年内返済予定の長期借入金 1,003,208千円 319,000千円 

長期借入金 80,000 〃 488,500 〃 

計 1,083,208 〃 807,500 〃 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

受取手形 261,476千円 284,190千円 

売掛金 730,513  〃 683,145 〃 

未収入金 360,904  〃 228,312 〃 

支払手形 95,481  〃 91,776 〃 

買掛金 559,430  〃 432,025 〃 
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  ３  偶発債務 

次の会社等の金融機関からの借入やリース債務に対し、債務保証及び保証予約を行っております。 

(1) 債務保証 

 
  

(2) 保証予約 

 
  

  ４ 受取手形裏書高は、次のとおりであります。 

 
  

５  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。 

 
  

※６  期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。 

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものと

して処理しております。 

 
  

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

SRN Sound Proof Co.,Ltd. 106,533千円 94,080千円 

SNC Sound Proof Co.,Ltd. 133,500 〃 ― 〃 

Autoneumm Nittoku Sound Proof 
Products India Pvt.Ltd. 

390,402  〃 373,848 〃 

㈱タカヒロ 25,100  〃 15,140 〃 

武漢日特固防音配件有限公司  114,738 〃 133,188 〃 

PT.TUFFINDO NITTOKU AUTONEUM  ― 〃 430,377 〃 

計 770,274  〃 1,046,634 〃 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

日晃工業㈱ 267,500千円 100,000千円 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

受取手形裏書高 162,422千円 86,232千円 

 (内関係会社に係るもの） 162,422 〃 86,232 〃 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

当座貸越極度額及び貸出 
コミットメントの総額 

3,800,000千円 3,500,000千円 

借入実行残高 ― 〃 ― 〃 

差引額 3,800,000  〃 3,500,000 〃 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

受取手形 225,499千円 230,025千円 

支払手形 23,349 〃 7,915 〃 

設備支払手形 12,883 〃 7,045 〃 
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(損益計算書関係) 

※１  通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額（△は戻入額）は、次のとおり

であります。 

 
  

※２  各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

 
  

※３  販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりで

あります。 

 
  

おおよその割合 

 
  

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

 
  

※５  固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

 
  

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

売上原価 △6,060千円 9,493千円 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

当期商品仕入高 4,189,515千円 3,976,785千円 

不動産賃貸料 59,355  〃 59,604 〃 

受取配当金 592,106  〃 849,398 〃 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

運搬費 954,069千円 970,118千円 

減価償却費 179,660  〃 178,769 〃 

研究開発費 1,022,918  〃 1,122,493 〃 

給料手当 1,171,533  〃 1,225,921 〃 

役員賞与引当金繰入額 11,155  〃 40,755 〃 

退職給付費用 182,067  〃 189,250 〃 

販売費 48％ 47％ 

一般管理費 52〃 53〃 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

 1,022,918千円 1,122,493千円 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

機械及び装置 995千円 ―千円 
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※６  固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。 

 
  

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 
  単元未満株式の買取による増加          123株 

  

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 
  単元未満株式の買取による増加          311株 

  

(リース取引関係) 

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

事業の内容に照らして重要性が乏しいため記載を省略しております。 

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

事業の内容に照らして重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

建物除却損 4,782千円 1,292千円 

構築物除却損 1,535  〃 987 〃 

機械及び装置除却損 5,086  〃 12,762 〃 

車両運搬具除却損 200  〃 257 〃 

工具、器具及び備品除却損 4,403  〃 15,802 〃 

工具、器具及び備品売却損 91  〃 ― 〃 

ソフトウェア除却損 204 〃 ― 〃 

    計 16,304  〃 31,102 〃 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 1,416,932 123 ― 1,417,055 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 1,417,055 311 ― 1,417,366 
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(有価証券関係) 

前事業年度（平成24年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,219,268千円、関連会社株式688,868

千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま

せん。 

当事業年度（平成25年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,219,268千円、関連会社株式

1,009,559千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載し

ておりません。 

  

(税効果会計関係) 

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 

 
  

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

(繰延税金資産)   

  未払事業税 29,124千円 7,486千円 

  未払賞与 188,073  〃 190,050 〃 

 未払費用 86,999  〃 88,710  〃 

  減価償却費 16,724 〃 20,525 〃 

  退職給付引当金 974,933  〃 959,293 〃 

  長期未払金 9,979  〃 9,979 〃 

  投資有価証券評価損 18,241  〃 18,006 〃 

  関係会社株式評価損 32,085  〃 32,085 〃 

  投資損失引当金 13,899  〃 － 〃 

  その他 24,789  〃 26,981 〃 

小計 1,394,850  〃 1,353,119 〃 

  評価性引当金 △77,724  〃 △63,589 〃 

  繰延税金資産  合計 1,317,126  〃 1,289,529 〃 

   

(繰延税金負債)   

  固定資産圧縮積立金 △2,261千円 △1,903千円 

  その他有価証券評価差額金 △595,433  〃 △969,373 〃 

  繰延税金負債  合計 △597,694  〃 △971,277 〃 

  繰延税金資産の純額 719,431  〃 318,252 〃 
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２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
     

(資産除去債務関係) 

前事業年度（平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（平成25年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

法定実効税率 40.69％ 38.01％ 

(調整)   

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

1.43〃 2.20〃 

受取配当等永久に益金に 
算入されない項目 

△16.88〃 △24.42〃 

住民税均等割等 1.94〃 2.25〃 

外国源泉税 0.96〃 4.10〃 

外国税額控除 △2.16〃 △4.38〃 

研究開発減税等 △4.57〃 △1.82〃 

税率変更による期末繰延税金資産
の減額修正 

12.48〃  －〃 

その他 △1.42〃 △3.21〃 

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

32.47〃 12.73〃 

― 95 ―



  
(１株当たり情報) 

  １株当たり純資産額及び算定上の基礎、１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

 
（注）１ 前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 ２ 当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

  

(重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 

  

  

項目
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 693円12銭 765円25銭 

  (算定上の基礎)   

  貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 15,383,131 16,983,902 

  純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ― 

  普通株式に係る期末の純資産額（千円） 15,383,131 16,983,902 

  １株当たり純資産額の算定に用いられた 
  普通株式の数（千株） 

22,194 22,193 

項目 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

(2) １株当たり当期純利益金額 42円92銭 51円62銭 

  (算定上の基礎)   

  当期純利益金額（千円） 952,499 1,145,612 

  普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

  普通株式に係る当期純利益（千円） 952,499 1,145,612 

  普通株式の期中平均株式数（千株） 22,194 22,194 

   

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

  (算定上の基礎)   

 当期純利益調整額（千円） ─ ― 

 普通株式増加数（千株） ─ ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

― 
 

― 
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④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 
  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)   

その他有価証券   

 関西ペイント㈱ 1,090,000 1,140,140 

 トヨタ自動車㈱ 222,675 1,082,200 

 RIETER HOLDING AG 53,495 854,379 

 ショーボンドホールディングス㈱ 150,000 511,500 

 AUTONEUM HOLDING AG 53,495 336,975 

 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・ 
 グループ 

535,810 298,981 

高砂熱学工業㈱ 182,000 136,500 

 大日精化工業㈱ 309,200 135,429 

 ㈱日阪製作所 137,000 120,971 

 日産自動車㈱ 125,840 113,885 

 日本合成化学工業㈱ 131,000 109,909 

 ダイソー㈱ 319,000 91,553 

 日本触媒㈱ 100,000 82,500 

 本田技研工業㈱ 21,060 74,869 

 新日本理化㈱ 270,000 69,930 

 ㈱中外 210,000 55,000 

 ㈱ユーシン 83,000 52,207 

 ㈱奥村組 140,000 51,800 

 ㈱ＡＤＥＫＡ  63,000 50,589 

 三洋化成工業㈱ 93,100 47,760 

 その他(25名柄) 362,603 238,394 

計 4,652,278 5,655,475 
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【有形固定資産等明細表】 

 
(注) １ 主な当期増加額の内容 

 
２ 主な当期減少額の内容 

 
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」

の記載を省略しております。  

  

【引当金明細表】 

 
(注) １ 貸倒引当金及び役員賞与引当金の当期減少額(その他)は、洗替等による戻入額であります。 

２ 投資損失引当金の当期減少額(その他)は、投資先の純資産額の回復に伴う取崩額であります。 

  

資産の種類
当期首残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価 
償却累計額 
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

 建物 7,342,158 41,322 7,831 7,375,650 4,943,208 165,167 2,432,441 

 構築物 1,185,289 20,306 11,730 1,193,865 955,638 34,834 238,227 

 機械及び装置 13,017,000 222,722 118,713 13,121,009 11,396,696 493,635 1,724,312 

 車両運搬具 263,670 5,952 5,148 264,474 235,054 15,213 29,419 

 工具、器具及び備品 8,269,001 856,819 527,884 8,597,937 7,561,470 639,577 1,036,466 

 土地 2,828,828 ― ― 2,828,828 ― ― 2,828,828 

 建設仮勘定 224,029 1,124,753 1,122,259 226,523 ― ― 226,523 

有形固定資産計 33,129,978 2,271,876 1,793,566 33,608,288 25,092,069 1,348,428 8,516,219 

無形固定資産        

 借地権 ─ ─ ─ 30,369 ─ ─ 30,369 

 ソフトウェア ─ ─ ─ 120,492 68,394 19,335 52,098 

 電話加入権 ─ ─ ─ 8,422 ─ ─ 8,422 

 その他 ─ ─ ─ 4,533 1,718 302 2,814 

無形固定資産計 ─ ─ ─ 163,818 70,113 19,637 93,705 

長期前払費用 8,475 8,061 4,753 11,784 1,674 1,240 10,109 

工具、器具及び備品 本社他 金型類 661,681千円 

工具、器具及び備品 （除却）   

 本社他 金型類 181,874千円 

 本社他 ホストコンピュータサーバー 112,180 〃 

 （売却）   

 本社他 金型類 60,178千円 

区分
当期首残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額 
(目的使用) 
(千円)

当期減少額 
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 14,476 4,954 ― 14,476 4,954 

投資損失引当金 39,000 ― ― 39,000 ― 

役員賞与引当金 21,000 27,210 20,940 60 27,210 

退職給付引当金 2,676,049 312,531 338,507 ― 2,650,073 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

１ 現金及び預金 

 
  

２ 受取手形 

相手先別、期日別内訳 

 
  

３ 売掛金 

  相手先別内訳 

 
  

  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 
(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

区分 金額(千円)

現金 2,428 

預金  

当座預金 1,108,337 

普通預金 943,843 

別段預金 3,788 

外貨預金 382,117 

計 2,438,086 

合計 2,440,514 

相手先 金額(千円) 期日別 金額(千円)

梅居産業㈱ 284,190 25年 ４月  611,646 

化研マテリアル㈱ 259,261 〃  ５月 563,579 

㈱ウチゲン 142,151 〃  ６月 522,088 

㈱エフ・ティ・エス 132,594 〃  ７月 300,560 

森商事㈱ 127,982 〃  ８月 143,841 

その他 1,195,534   

合計 2,141,716 合計 2,141,716 

相手先 金額(千円)

㈱中外 1,192,301 

オーウェル㈱ 723,225 

㈱西井塗料産業 656,041 

スズキ㈱ 418,465 

日産自動車㈱ 334,608 

その他 3,254,761 

合計 6,579,403 

当期首残高(千円) 
  

(Ａ)

当期発生高(千円) 
  

(Ｂ)

当期回収高(千円)
  

(Ｃ)

当期末残高(千円)
  

(Ｄ)

 

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
 (Ａ)＋(Ｄ)
 ２
 (Ｂ)
 365

7,133,356 30,395,345 30,949,298 6,579,403 82.5 82.3 
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４ 商品及び製品 

 
  

５ 仕掛品 

 
  

６ 原材料及び貯蔵品 

 
  

区分 金額(千円)

商品  

 防水材 56,134 

 合成樹脂塗料 52,041 

 吸・遮音材 39,998 

 制振材 19,250 

 その他 26,295 

計 193,720 

製品  

 合成樹脂塗料 229,697 

 床材・舗装材 139,827 

 防錆塗料 120,444 

 吸・遮音材 116,543 

 その他 130,478 

計 736,991 

合計 930,711 

品名 金額(千円)

合成樹脂塗料 123,230 

床材・舗装材 69,778 

吸・遮音材 14,872 

防錆塗料 9,150 

その他 3,022 

合計 220,055 

区分 金額(千円)

原材料  

 樹脂類(天然・合成) 338,660 

 顔料・粉体類 108,278 

 溶剤類 42,795 

 可塑剤 30,429 

 その他 133,320 

計 653,483 

貯蔵品  

 ラベル・カタログ類 66,426 

 梱包材料 16,135 

 その他 35,299 

計 117,861 

合計 771,344 
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７ 関係会社株式 

 
  

  ８ 支払手形 

相手先別、期日別内訳 

 
  

９ 設備関係支払手形 

相手先別、期日別内訳 

 
  

10 買掛金 

相手先別内訳 

 
  

銘柄 金額（千円） 摘要 

株式   

ニットクメンテ㈱ 517,737 子会社 

PT.TUFFINDO NITTOKU AUTONEUM 320,691 子会社 

Autoneum Nittoku  Sound Proof 
Products India Pvt.Ltd. 

249,557 関連会社 

日晃工業㈱ 218,000 子会社 

富士産業㈱ 189,000 関連会社 

その他（14社） 733,842 子会社及び関連会社 

合計 2,228,828  

相手先 金額(千円) 期日別 金額(千円)

三晃繊維工業㈱ 94,853 25年 ４月 130,107 

㈱タカヒロ 91,776 〃  ５月 112,078 

㈱エクシング 56,680 〃  ６月 118,434 

東洋ケミカルズ㈱ 48,779 〃  ７月 38,236 

今中㈱ 26,442   

その他 80,325   

合計 398,856 合計 398,856 

相手先 金額(千円) 期日別 金額(千円)

天方産業㈱ 13,545 25年 ４月 － 

㈱エステム 11,865 〃  ５月 5,755 

㈱新興精機 3,190 〃  ６月 17,157 

その他 8,838 〃  ７月 14,527 

合計 37,439 合計 37,439 

相手先 金額(千円)

三菱UFJファクター㈱ 1,329,225 

三光㈱ 212,463 

日晃工業㈱ 136,802 

ＤＩＣ㈱ 100,736 

交洋貿易㈱ 91,556 

その他 4,480,657 

合計 6,351,442 
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11 １年内返済予定の長期借入金 

 
 （注）シンジケートローンは㈱三菱東京UFJ銀行を幹事行として、２つの金融機関で構成しています。 

  

12 長期借入金 

 
  

13 退職給付引当金 

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 金額(千円)

㈱三菱東京UFJ銀行 519,996 

㈱三井住友銀行 182,500 

㈱みずほ銀行 104,000 

明治安田生命保険(相) 60,000 

シンジケートローン 160,000 

合計 1,026,496 

区分 金額(千円)

㈱三菱東京UFJ銀行 1,380,005 

㈱三井住友銀行 122,500 

㈱みずほ銀行 188,000 

明治安田生命保険(相) 95,000 

シンジケートローン 400,000 

合計 2,185,505 

区分 金額(千円)

退職給付債務 4,979,782 

未認識数理計算上の差異 △289,718 

未認識過去勤務債務 11,788 

年金資産 △2,051,778 

合計 2,650,073 
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